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青森県

ツルハドラッグ青森本町店

030-0802 青森県青森市本町４－９－５

017-762-0558

青森県

ドラッグＯ

030-0802 青森県青森市本町１－６－２

017-721-1132

青森県

紅屋商事株式会社メガ勝田店

030-0821 青森県青森市勝田２－２０－１

017-721-2400

青森県

ハッピードラッグ奥野店

030-0841 青森県青森市奥野２－２６－１０

017-752-1235

青森県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ浜田店

030-0843 青森県青森市浜田字玉川１９６－１０

017-724-2345

青森県

株式会社サンドラッグ青森浜田店

030-0843 青森県青森市浜田玉川１９６－１

017-762-1730

青森県

株式会社ドン・キホーテ青森観光通店

030-0843 青森県青森市浜田３－１－１

017-762-3711

青森県

イオン東北青森店

030-0845 青森県青森市緑３－９－２

017-723-4131

青森県

ハッピー・ドラッグ青森観光通店

030-0845 青森県青森市緑３－１１－８

017-764-6066

青森県

スーパードラッグアサヒ青森中央店

030-0847 青森県青森市東大野２－１１－３

017-762-2227

青森県

ハッピードラッグ西大野店

030-0856 青森県青森市西大野３－１３－８

017-757-8139

青森県

ハッピー・ドラッグ青森八重田ショッピングセンター店

030-0911 青森県青森市造道３－２５－１

017-718-0612

青森県

ハッピードラッグ八重田店

030-0912 青森県青森市八重田４－３－８

017-736-5127

青森県

紅屋商事株式会社メガ小柳店

030-0915 青森県青森市小柳５－１９－８

017-743-2555

青森県

ハッピー・ドラッグ青森幸畑店

030-0943 青森県青森市幸畑５－１－３

017-762-0662

青森県

株式会社ツルハ青森桜川店

030-0945 青森県青森市桜川７－５－１０

017-765-4453

青森県

スーパードラッグアサヒ青森店

030-0947 青森県青森市浜館２－４－８

017-744-6622

青森県

ハッピー・ドラッグ青森浜館店

030-0947 青森県青森市浜館６－４－２１

017-752-6171

青森県

ハッピードラッグ戸山店

030-0953 青森県青森市駒込螢沢４８－１１５

017-752-8377

青森県

スーパードラッグアサヒ青森佃店

030-0962 青森県青森市佃３－５－３３

017-743-7431

青森県

ハッピードラッグ佃店

030-0962 青森県青森市佃３－５－３３

017-765-6780

青森県

ハッピードラッグ浪打店

030-0962 青森県青森市佃１－２０－３０

017-763-0251

青森県

ハッピー・ドラッグ青森南佃店

030-0964 青森県青森市南佃２－７－１０

017-763-4415

青森県

株式会社ツルハ青森南佃店

030-0964 青森県青森市南佃１－４４－１

017-765-4268

青森県

ハッピードラッグ蟹田店

030-1302 青森県東津軽郡外ヶ浜町蟹田中師火箱沢２９－３

0174-31-0260

青森県

スーパードラッグアサヒ類家店

031-0001 青森県八戸市類家４－２２－１３

0178-45-7800

青森県

ハッピードラッグ類家中央店

031-0001 青森県八戸市類家４－４１－５

0178-72-1175

青森県

イオン東北八戸田向店

031-0011 青森県八戸市田向３－５－１

0178-71-8866

青森県

ハッピードラック田向店

031-0011 青森県八戸市田向字毘沙門平３２－１

0178-73-8228

青森県

株式会社ツルハ八戸市民病院前店

031-0011 青森県八戸市田向字毘沙門前１０－５

0178-73-2681

青森県

株式会社ツルハ八戸田向店

031-0011 青森県八戸市田向字冷水４４－１

0178-71-8266

青森県

株式会社薬王堂八戸田向店

031-0011 青森県八戸市田向字間ノ田５１－１

0178-45-8900

青森県

スーパーセンタートライアル八戸店

031-0022 青森県八戸市糠塚字狐森１８－１０

0178-71-1620

青森県

マックスバリュ八戸上組店

031-0058 青森県八戸市上組町３３

0178-22-3455

青森県

薬王堂八戸城下店

031-0071 青森県八戸市沼館１－１－１８

0178-20-7920

青森県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ八戸城下店

031-0072 青森県八戸市城下２－１１－６

0178-41-2131

青森県

株式会社ツルハ本八戸駅前店

031-0072 青森県八戸市城下２－１－１２

0178-71-3268

青森県

株式会社ツルハ八戸売市店

031-0073 青森県八戸市売市２－１３－１５

0178-72-3268

青森県

株式会社薬王堂八戸長根店

031-0073 青森県八戸市売市長根平５－６

0178-43-1988

青森県

株式会社ツルハ十八日町店

031-0084 青森県八戸市十八日町２７

0178-22-7231

青森県

株式会社ツルハ八戸江陽店

031-0801 青森県八戸市江陽２－１３－４０

0178-72-1288

青森県

株式会社ドン・キホーテ八戸店

031-0801 青森県八戸市江陽２－１４－１

0178-45-3810

青森県

ハッピードラッグ小中野大町店

031-0802 青森県八戸市小中野４－１－４７

0178-71-2280

青森県

株式会社ツルハ八戸諏訪店

031-0803 青森県八戸市諏訪３－３－２０

0178-71-4268

青森県

株式会社ツルハみなと店

031-0812 青森県八戸市湊町字新井田道１２－１

0178-33-6565

青森県

ハッピー・ドラッグ八戸旭ケ丘店

031-0813 青森県八戸市新井田字小久保尻１６－１２７

0178-38-5036

青森県

スーパードラッグアサヒ湊高台店

031-0823 青森県八戸市湊高台１－３－２

0178-35-0200

青森県

ハッピードラック湊高台店

031-0823 青森県八戸市湊高台５－１－１８

0178-32-1055

青森県

ハッピードラッグ湊高台中央店

031-0823 青森県八戸市湊高台４－１８－１３

0178-20-0520

青森県

スーパードラッグアサヒ三沢店

033-0022 青森県三沢市三沢字堀口９４－２４２

0176-51-8690

青森県

株式会社ツルハ三沢南山店

033-0022 青森県三沢市三沢字南山７３－３

0176-50-7268

青森県

ハッピードラッグ松園町店

033-0037 青森県三沢市松園町３－１－１

0176-50-1650

青森県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ三沢大町店

033-0041 青森県三沢市大町２－１２－１

0176-52-7010

青森県

ハッピードラッグ西金崎店

034-0001 青森県十和田市三本木西金崎２１６－１

0176-21-4522

青森県

ハッピー・ドラッグ十和田元町西店

034-0002 青森県十和田市元町西４－３－３０

0176-58-0205

青森県

ハッピードラッグ十和田店

034-0003 青森県十和田市元町東１－１３－１６

0176-25-7557

青森県

株式会社サンドラッグ十和田東店

034-0012 青森県十和田市東一番町４－１３

0176-21-3361

青森県

株式会社ツルハ十和田東店

034-0012 青森県十和田市東一番町１－３０

0176-21-5268

青森県

株式会社薬王堂十和田東店

034-0023 青森県十和田市東十三番町１８－１４

0176-25-8208

青森県

株式会社薬王堂十和田稲吉店

034-0024 青森県十和田市東十四番町４３－８－２

0176-58-7718

青森県

株式会社ツルハ十和田南店

034-0032 青森県十和田市東四番町７－１

0176-21-1268

青森県

ハッピードラッグ穂並町店

034-0037 青森県十和田市穂並町７－３

017-621-5141

青森県

スーパードラッグアサヒ十和田店

034-0041 青森県十和田市相坂字白上２４８－１４

0176-21-5270

青森県

株式会社サンドラッグ十和田西店

034-0089 青森県十和田市西二十三番町２９－２０

0176-21-1161

青森県

株式会社ツルハ十和田店

034-0093 青森県十和田市西十二番町１５－２６

0176-21-3268

青森県

株式会社ツルハむつ柳町店

035-0021 青森県むつ市田名部字前田３８－１

0175-33-8522

青森県

薬王堂むつ横迎町店

035-0033 青森県むつ市横迎町１－１１－４５

0175-33-2860

青森県

ハッピードラッグとまぶモール店

035-0041 青森県むつ市金曲１－２－４

0175-34-9160

青森県

株式会社薬王堂むつ下北町店

035-0061 青森県むつ市下北町２－３４

0175-31-0765

青森県

株式会社ツルハむつ小川店

035-0071 青森県むつ市小川町１－１０４－１

0175-33-9268

青森県

株式会社ツルハむつ店

035-0071 青森県むつ市小川町１－９－３１

0175-28-2680

青森県

株式会社マエダ

035-0071 青森県むつ市小川町２－４－８

0175-22-8333

青森県

スーパードラッグアサヒむつ店

035-0073 青森県むつ市中央１－１４９

0175-28-2340

青森県

株式会社薬王堂むつ中央店

035-0073 青森県むつ市中央２－１９－１１

0175-31-1355

青森県

ハッピードラッグ平賀店

036-0103 青森県平川市本町平野１２－９

0172-88-8755

青森県

ホーマック株式会社スーパーデポ平賀店

036-0111 青森県平川市小和森上松岡１８２－１

0172-43-0261

青森県

株式会社ツルハ平賀店

036-0111 青森県平川市小和森上松岡２１６

0172-43-1120

青森県

小田切薬店

036-0203 青森県平川市南田中村内９８－２

0172-57-2118

青森県

ツルハドラッグ黒石一番町店

036-0301 青森県黒石市一番町１８９

0172-55-0821

青森県

ベニーマート黒石店

036-0356 青森県黒石市ちとせ１－１５４

0172-59-1095

青森県

株式会社ツルハ黒石店

036-0372 青森県黒石市錦町８－６

0172-59-0327

青森県

薬王堂黒石西ケ丘店

036-0388 青森県黒石市西ケ丘３０１－１

0172-26-7152

青森県

株式会社薬王堂黒石富士見店

036-0515 青森県黒石市富士見１１８

0172-52-2241
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青森県

薬王堂弘前相馬店

036-1501 青森県弘前市湯口字一ノ細川５１－１

0172-55-6757

青森県

株式会社ツルハ弘前駅前店

036-8002 青森県弘前市駅前２－６－１

0172-39-1268

青森県

ドラッグストアマツモトキヨシ弘前堅田店

036-8051 青森県弘前市宮川１－２－１３

0172-55-0720

青森県

株式会社ツルハ弘前神田店

036-8061 青森県弘前市神田５－６－２

0172-31-0268

青森県

株式会社ドン・キホーテ弘前店

036-8084 青森県弘前市高田５－２－８

0172-29-2611

青森県

株式会社ツルハ弘前外崎店

036-8094 青森県弘前市外崎３－５－１

0172-29-2688

青森県

株式会社ツルハ弘前アルカディア店

036-8104 青森県弘前市扇町３－１

0172-29-1281

青森県

株式会社ツルハ弘前豊原店

036-8154 青森県弘前市豊原１－３－４

0172-31-1268

青森県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ安原店

036-8161 青森県弘前市大清水字上広野４５－６

0172-89-2620

青森県

株式会社ツルハ安原店

036-8161 青森県弘前市大清水上広野４３－２５

0172-89-1231

青森県

株式会社薬王堂弘前安原店

036-8164 青森県弘前市泉野５－５－１

0172-87-2861

青森県

スーパードラッグアサヒ南大町店

036-8171 青森県弘前市取上１－１－１

0172-31-0860

青森県

株式会社薬王堂弘前富田町店

036-8173 青森県弘前市富田町１６２

0172-55-0371

青森県

ハッピー・ドラッグ弘前土手町店

036-8182 青森県弘前市土手町８９－１

0172-55-7765

青森県

メガ富田店

036-8186 青森県弘前市富田３－７－８

0172-88-7750

青森県

株式会社ツルハ弘前樹木店

036-8228 青森県弘前市樹木４－３－１

0172-31-1321

青森県

株式会社薬王堂弘前若葉町店

036-8254 青森県弘前市清水１－２－２

0172-32-1366

青森県

ツルハドラッグ弘前石渡店

036-8316 青森県弘前市石渡４－１３－４

0172-88-7418

青森県

薬王堂弘前石渡店

036-8316 青森県弘前市石渡２－５－４

0172-55-7315

青森県

株式会社ツルハ弘前浜の町店

036-8324 青森県弘前市浜の町西２－２－７

0172-39-4033

青森県

株式会社ツルハアクロス五所川原店

037-0004 青森県五所川原市唐笠柳字藤巻６２６

0173-38-3836

青森県

ツルハドラッグ五所川原松島店

037-0017 青森県五所川原市漆川字袖掛１５８－１８

0173-26-6776

青森県

ツルハドラッグ五所川原広田店

037-0023 青森県五所川原市広田字柳沼４１－２

0173-26-0980

青森県

株式会社薬王堂新宮店

037-0065 青森県五所川原市幾世森１７５－１

0173-33-0890

青森県

株式会社ツルハ五所川原本町店

037-0071 青森県五所川原市本町２５－２

0173-38-3555

青森県

スーパードラッグアサヒ柏店

037-0076 青森県五所川原市小曲字枝村４２－１

0173-38-1530

青森県

ハッピードラッグ金木店

037-0202 青森県五所川原市金木町沢部４５４－８

0173-54-1123

青森県

ハッピー・ドラッグ青森中里店

037-0305 青森県北津軽郡中泊町中里字紅葉坂１５９－１

0173-26-5639

青森県

古川長兵衛商店

037-0305 青森県北津軽郡中泊町中里字亀山４７１－２

0173-57-2635

青森県

薬王堂青森中泊店

037-0305 青森県北津軽郡中泊町中里字紅葉坂１６８－５

0173-23-0212

青森県

株式会社ツルハ青森新田店

038-0001 青森県青森市新田１－１－１０

017-761-7190

青森県

ハッピードラッグ新城店

038-0003 青森県青森市石江字江渡４９－１

017-766-2349

青森県

メガ石江店

038-0003 青森県青森市石江岡部８４－１

017-761-1232

青森県

紅屋商事株式会社カブセンター西青森店

038-0003 青森県青森市石江字三好１３０－１

017-761-2130

青森県

株式会社ツルハ青森富田店

038-0004 青森県青森市富田３－９－１

017-761-6268

青森県

ハッピードラッグ沖館店

038-0012 青森県青森市柳川２－４－２２

017-761-6555

青森県

ハッピードラッグ久須志店

038-0013 青森県青森市久須志３－２４２－４

017-762-7088

青森県

ハッピードラッグ浪館店

038-0022 青森県青森市浪館前田４－６－１

017-761-7141

青森県

ハッピードラッグのぎわ店

038-0058 青森県青森市羽白字沢田３０６－１県民生協はまなす館内

017-763-2250

青森県

ハッピードラッグ大鰐店

038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大鰐字前田５－１

017-249-1040

青森県

株式会社薬王堂青森大鰐店

038-0212 青森県南津軽郡大鰐町蔵館字湯ノ沢２－１

0172-55-8370

青森県

薬王堂青森常盤店

038-1216 青森県南津軽郡藤崎町榊字亀田１０－２４

0172-26-5431

青森県

株式会社ツルハ浪岡店

038-1305 青森県青森市浪岡杉沢字井ノ下１２６－２

0172-69-1277

青森県

マックスバリュ東北株式会社ザ・ビッグ浪岡店

038-1311 青森県青森市浪岡浪岡字松島１５

0172-69-1611

青森県

薬王堂青森浪岡店

038-1311 青森県青森市浪岡浪岡字若松１２０－６

0172-40-2160

青森県

いとく浪岡店

038-1331 青森県青森市浪岡女鹿沢字東種本１５－１

0172-69-1100

青森県

ハッピードラッグ深浦店

038-2324 青森県西津軽郡深浦町深浦字苗代沢２７－１

0173-82-0215

青森県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ深浦店

038-2324 青森県西津軽郡深浦町深浦字吾妻沢１－２４

0173-74-3892

青森県

ハッピードラッグ鯵ケ沢店

038-2761 青森県西津軽郡鰺ケ沢町舞戸町字下富田５８－１

0173-82-1128

青森県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ鯵ケ沢店

038-2761 青森県西津軽郡鰺ケ沢町舞戸町字下富田６４－２

0173-72-7085

青森県

ハッピー・ドラッグつがる森田店

038-2815 青森県つがる市森田町山田渕浪９０

0173-26-6161

青森県

紅谷商事株式会社カブセンター柏店

038-3103 青森県西津軽郡柏村上古川字八重崎７６

0173-27-5050

青森県

ハッピードラッグ木造店

038-3141 青森県つがる市木造浮巣５４－１

0173-26-6880

青森県

薬王堂つがる木造店

038-3141 青森県つがる市木造浮巣５６－１

0173-23-5685

青森県

ハッピードラッグ鶴田店

038-3503 青森県北津軽郡鶴田町鶴田字沖津４７－１

0173-26-5131

青森県

株式会社スーパーストア鶴田フッドリバーモール店

038-3503 青森県北津軽郡鶴田町鶴田字中泉２４５－１

0173-23-1147

青森県

ツルハドラッグ板柳福野田店

038-3661 青森県北津軽郡板柳町福野田字実田３－４

0172-40-2340

青森県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ板柳店

038-3672 青森県北津軽郡板柳町灰沼字東２６５－１

0172-79-2366

青森県

株式会社ツルハ板柳店

038-3672 青森県北津軽郡板柳町灰沼字東２６３

0172-79-2065

青森県

スーパードラッグアサヒ藤崎店

038-3803 青森県南津軽郡藤崎町西豊田３－１－２５

0172-89-7111

青森県

ハッピードラッグ三戸店

039-0134 青森県三戸郡三戸町同心町字古間木平１－１

0179-23-0131

青森県

株式会社薬王堂青森三戸店

039-0134 青森県三戸郡三戸町同心町字金堀２－５

0179-22-1422

青森県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ三戸店

039-0141 青森県三戸郡三戸町川守田字下比良１８－１

0179-20-0210

青森県

株式会社ツルハ三戸店

039-0141 青森県三戸郡三戸町川守田字下比良３５

0179-20-1230

青森県

株式会社ツルハ福地南部店

039-0802 青森県三戸郡南部町苫米地字白山堂１－２

0178-60-1268

青森県

ハッピードラッグ一番町店

039-1101 青森県八戸市尻内町字八百刈３９－２

0178-70-1288

青森県

株式会社薬王堂八戸尻内店

039-1101 青森県八戸市尻内町字直田１１－３

0178-23-5508

青森県

株式会社サンデー物流センター

039-1103 青森県八戸市長苗代狐田１４－４４卸センター

0178-28-2664

青森県

紅屋商事株式会社カブセンター八戸長苗代店

039-1103 青森県八戸市長苗代字前田６５－１

0178-20-5700

青森県

株式会社薬王堂八戸ニュータウン店

039-1113 青森県八戸市西白山台４－６－１

0178-23-3171

青森県

株式会社サンドラッグ八戸店

039-1114 青森県八戸市北白山台５－１－７

0178-70-2285

青森県

株式会社薬王堂八戸河原木店

039-1161 青森県八戸市河原木字二階堀５－１

0178-20-8588

青森県

ハッピードラッグ下長店

039-1164 青森県八戸市下長３－１３－７

0178-32-7883

青森県

ドラッグストアマツモトキヨシ八戸石堂店

039-1165 青森県八戸市石堂４－１５－１２

0178-21-3121

青森県

ツルハドラッグ八戸大杉平店

039-1166 青森県八戸市根城２－２－６

0178-32-6740

青森県

株式会社ツルハ八戸八太郎店

039-1168 青森県八戸市八太郎２－２２－１

0178-21-6268

青森県

株式会社薬王堂青森階上店

039-1201 青森県三戸郡階上町道仏字耳ケ吠６－２６９

0178-88-1266

青森県

ハッピードラッグ五戸店

039-1542 青森県三戸郡五戸町中道８－１

0178-61-0255

青森県

イオン東北下田店

039-2112 青森県上北郡おいらせ町中野平４０－１

0178-50-3000

青森県

スーパードラッグアサヒ下田店

039-2114 青森県上北郡おいらせ町高田６９－１

0178-50-6320

青森県

ハッピードラッグおいらせ店

039-2217 青森県上北郡おいらせ町牛込平８０－１

0178-20-0277

青森県

株式会社薬王堂青森上北店

039-2407 青森県上北郡東北町旭南２－３２４－１

0176-56-4388

青森県

株式会社薬王堂青森七戸店

039-2511 青森県上北郡七戸町笊田川久保１８

0176-62-3344
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青森県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ野辺地店

039-3171 青森県上北郡野辺地町二本木２４－１

0175-65-1234

青森県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ平内店

039-3321 青森県東津軽郡平内町小湊字外ノ沢４０

017-715-5588

青森県

株式会社ツルハ平内店

039-3321 青森県東津軽郡平内町小湊字外ノ沢４０

017-758-1041

青森県

ハッピードラッグ大畑店

039-4401 青森県むつ市大畑町中島３９－２６

0175-45-3077

青森県

株式会社薬王堂岡三沢店

033-0024 青森県三沢市東岡三沢１－８０－３

0176-51-3751

岩手県

株式会社ツルハ三ツ割店

020-0011 岩手県盛岡市三ツ割４－１－３３

019-664-0710

岩手県

株式会社薬王堂三ツ割店

020-0011 岩手県盛岡市三ツ割５－１８－１

019-661-8220

岩手県

マツモトキヨシクロステラス盛岡店

020-0022 岩手県盛岡市大通３－４－１クロステラス内

019-606-1852

岩手県

株式会社ツルハ大通２丁目店

020-0022 岩手県盛岡市大通２－３－５

019-604-0080

岩手県

ツルハドラッグ盛岡菜園店

020-0024 岩手県盛岡市菜園２－７－２８

019-601-6920

岩手県

株式会社薬王堂盛岡太田店

020-0051 岩手県盛岡市下太田谷地５６

019-658-1033

岩手県

ドラッグストアマツモトキヨシ上盛岡店

020-0061 岩手県盛岡市北山１－９－３０

019-604-3566

岩手県

ウエルシア盛岡西松園店

020-0103 岩手県盛岡市西松園４－２０－１

019-663-6100

岩手県

株式会社薬王堂盛岡緑が丘店

020-0117 岩手県盛岡市緑が丘３－１－１０

019-661-9699

岩手県

株式会社ツルハ盛岡青山店

020-0121 岩手県盛岡市月が丘２－１－３５

019-648-5268

岩手県

株式会社薬王堂盛岡みたけ店

020-0121 岩手県盛岡市月が丘３－２１４－２

019-646-2781

岩手県

ドラッグストアマツモトキヨシアクロスプラザ盛岡みたけ店

020-0122 岩手県盛岡市みたけ２－８－３０アクロスプラザ盛岡みたけ内

019-647-4531

岩手県

株式会社ツルハみたけ北店

020-0122 岩手県盛岡市みたけ２－１２－１０

019-648-3025

岩手県

株式会社ツルハみたけ店

020-0122 岩手県盛岡市みたけ３－３５－１５

019-648-8710

岩手県

株式会社薬王堂盛岡厨川店

020-0124 岩手県盛岡市厨川５－１３－１

019-643-3156

岩手県

ホーマック株式会社上堂店

020-0125 岩手県盛岡市上堂３－５－３５

019-645-2375

岩手県

株式会社ツルハ盛岡上堂店

020-0125 岩手県盛岡市上堂１－１７－３６

019-648-0268

岩手県

株式会社ドン・キホーテ盛岡上堂店

020-0125 岩手県盛岡市上堂１－２－３８

019-648-6811

岩手県

株式会社サンドラッグ青山店

020-0133 岩手県盛岡市青山２－５－５５

019-648-5511

岩手県

株式会社薬王堂盛岡青山店

020-0133 岩手県盛岡市青山１－１８－１５

019-646-8807

岩手県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ盛岡中屋敷店

020-0141 岩手県盛岡市中屋敷町９－２５

019-648-3800

岩手県

株式会社薬王堂岩手大釜店

020-0151 岩手県岩手郡滝沢村大釜字竹鼻１６３－７

019-684-1599

岩手県

ホーマック株式会社牧野林店

020-0173 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字牧野林２８６－１６

019-699-2626

岩手県

株式会社ツルハ滝沢巣子店

020-0173 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字巣子９５－１

019-648-8557

岩手県

株式会社薬王堂岩手牧野林店

020-0173 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字牧野林２９１－３

019-687-2299

岩手県

ツルハドラッグ盛岡乙部店

020-0403 岩手県盛岡市乙部４地割２３－５

019-656-8415

岩手県

株式会社ツルハ雫石店

020-0541 岩手県岩手郡雫石町千刈田９６

019-691-2228

岩手県

スーパーセンタートライアル滝沢店

020-0632 岩手県滝沢市牧野林８６５－４

019-699-2900

岩手県

クスリのアオキ盛岡中野店

020-0816 岩手県盛岡市中野１－２７－２３

019-601-3367

岩手県

株式会社薬王堂中野店

020-0816 岩手県盛岡市中野１－１６－５

019-622-1421

岩手県

株式会社薬王堂盛岡山王店

020-0821 岩手県盛岡市山王町１０－６

019-625-5899

岩手県

株式会社ツルハかど店

020-0823 岩手県盛岡市門１－５－５０

019-622-7181

岩手県

株式会社ツルハ三本柳店

020-0831 岩手県盛岡市三本柳５地割２８－２

019-614-3660

岩手県

ツルハドラッグ盛岡西見前店

020-0833 岩手県盛岡市西見前１４地割１４９

019-656-1877

岩手県

ウエルシア盛岡永井店

020-0834 岩手県盛岡市永井２２地割３７－１

019-637-5557

岩手県

イオン株式会社マックスバリュ盛岡津志田店

020-0835 岩手県盛岡市津志田１６－１１－２

019-614-3000

岩手県

株式会社ツルハ津志田店

020-0835 岩手県盛岡市津志田１８－３４

019-637-0038

岩手県

株式会社ツルハ盛岡津志田西店

020-0836 岩手県盛岡市津志田西２－２－１５

019-632-1333

岩手県

クスリのアオキ津志田店

020-0837 岩手県盛岡市津志田町２－３－６０

019-656-1061

岩手県

スーパーセンタートライアル盛岡西バイパス店

020-0851 岩手県盛岡市向中野７－１７－４５

019-656-5701

岩手県

株式会社サンドラッグ盛南店

020-0851 岩手県盛岡市向中野７－１４－１０

019-656-4351

岩手県

株式会社ツルハ盛岡向中野店

020-0851 岩手県盛岡市向中野５－２９－３８

019-656-4268

岩手県

イオン東北盛岡南店

020-0866 岩手県盛岡市本宮７－１－１

019-631-3000

岩手県

株式会社薬王堂本宮店

020-0866 岩手県盛岡市本宮３－１１－５

019-635-1678

岩手県

株式会社ツルハ盛岡八幡店

020-0872 岩手県盛岡市八幡町１２－２２

019-604-3268

岩手県

ドン・キホーテ一関店

021-0002 岩手県一関市中里字神明７６

0191-26-7555

岩手県

株式会社薬王堂大船渡茶屋前店

022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字茶屋前６２－１

0192-22-8161

岩手県

株式会社ツルハ大船渡店

022-0003 岩手県大船渡市盛町内ノ目１４－５

0192-21-1110

岩手県

株式会社薬王堂大船渡盛店

022-0003 岩手県大船渡市盛町５－１

0192-21-1110

岩手県

株式会社薬王堂大船渡店

022-0004 岩手県大船渡市猪川町字中井沢１５－１

0192-27-5300

岩手県

株式会社ツルハ大船渡北店

022-0006 岩手県大船渡市立根町字桑原４３－１

0192-26-7268

岩手県

株式会社ツルハ大船渡赤崎店

022-0007 岩手県大船渡市赤崎町字諏訪前３９－７

0192-21-1268

岩手県

株式会社ツルハ佐倉河店

023-0003 岩手県水沢市佐倉河字石橋１

0197-51-6155

岩手県

株式会社薬王堂ジーズ水沢店

023-0003 岩手県奥州市水沢区佐倉河字矢中４２

0197-23-7770

岩手県

株式会社薬王堂奥州胆沢店

023-0401 岩手県奥州市胆沢区南都田宇南田１６９－１

0197-46-5599

岩手県

株式会社薬王堂水沢日高店

023-0804 岩手県奥州市水沢区谷地明円２７

0197-47-4191

岩手県

株式会社ツルハ水沢台町店

023-0825 岩手県奥州市水沢区台町１４－２

0197-51-7800

岩手県

スーパーセンタートライアル水沢上姉体店

023-0833 岩手県奥州市水沢区上姉体３－２－１

0197-26-5205

岩手県

株式会社薬王堂水沢町屋敷店

023-0841 岩手県奥州市水沢区真城町屋敷７９－１

0197-25-3677

岩手県

クスリのアオキ川端店

023-0863 岩手県奥州市水沢川端１４５－３

0197-47-5165

岩手県

株式会社薬王堂桜屋敷店

023-0865 岩手県水沢市桜屋敷２８２

0197-22-5588

岩手県

イオンスーパーセンター株式会社水沢桜屋敷店

023-0872 岩手県奥州市水沢区桜屋敷西２８－１０

0197-51-7520

岩手県

クスリのツルハ水沢店

023-0891 岩手県水沢市内匠田３４

0197-51-9770

岩手県

株式会社薬王堂江刺店

023-1101 岩手県江刺市岩谷堂字南八日市１５－１

0197-35-2102

岩手県

株式会社薬王堂江刺愛宕店

023-1131 岩手県奥州市江刺区愛宕字大畑１５３－１

0197-35-0103

岩手県

スーパーセンタートライアル北上店

024-0004 岩手県北上市村崎野２２地割１３５－３

0197-68-3522

岩手県

株式会社薬王堂村崎野店

024-0004 岩手県北上市村崎野１９－１２８－２

0197-68-2666

岩手県

ツルハドラッグ北上常盤台店

024-0012 岩手県北上市常盤台４－３１－５

0197-62-8334

岩手県

ガルドドラッグ北上アピア店

024-0013 岩手県北上市藤沢１９地割３５－１

0197-61-0844

岩手県

ホーマック株式会社北上藤沢店

024-0013 岩手県北上市藤沢２０地割３６－１

0197-61-4600

岩手県

クスリのアオキ黒沢尻店

024-0022 岩手県北上市黒沢尻２－２－９

0197-62-3205

岩手県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ北上店

024-0023 岩手県北上市里分４－７７

0197-65-7770

岩手県

株式会社ツルハ北上東店

024-0023 岩手県北上市里分２５

0197-61-2268

岩手県

株式会社ツルハ北上鬼柳店

024-0056 岩手県北上市鬼柳町都鳥１９０－２

0197-71-2268

岩手県

クスリのアオキ九年橋店

024-0063 岩手県北上市九年橋３－１４－５８

0197-62-3037

岩手県

株式会社カワチ薬品北上店

024-0072 岩手県北上市北鬼柳３２地割１５

0197-63-8152

岩手県

ツルハガルドドラッグ北上店

024-0083 岩手県北上市柳原町１－４－１４０

0197-61-2520

岩手県

ウエルシア北上さくら通り店

024-0084 岩手県北上市さくら通り１－１－３４

0197-63-6980

3 / 13 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

岩手県

株式会社薬王堂北上常盤台店

024-0084 岩手県北上市さくら通り３－９－３５

0197-64-7299

岩手県

薬王堂北上本石店

024-0093 岩手県北上市本石町２－４４－１

0197-62-3775

岩手県

スーパードラッグアサヒさくら野北上店

024-0094 岩手県北上市本通り２－２－１さくら野百貨店北上店１Ｆ

0197-62-5581

岩手県

株式会社薬王堂北上和賀店

024-0334 岩手県北上市和賀町藤根１７地割３６－１

0197-73-8399

岩手県

株式会社ツルハ花巻高木店

025-0016 岩手県花巻市高木第１６地割

0198-21-3223

岩手県

イオン株式会社マックスバリュ花巻店

025-0036 岩手県花巻市中根子字堂前５５

0198-23-0011

岩手県

株式会社薬王堂花巻南店

025-0043 岩手県花巻市上根子欠端１５０－１

0198-24-7981

岩手県

株式会社薬王堂花巻小舟渡店

025-0062 岩手県花巻市上小舟渡３４－２

0198-24-3044

岩手県

株式会社薬王堂花巻松園店

025-0066 岩手県花巻市松園町１－５－７

0198-24-3103

岩手県

スーパーセンタートライアル花巻店

025-0072 岩手県花巻市四日町３－２１－１６

0198-22-1182

岩手県

株式会社ツルハ西大通り店

025-0091 岩手県花巻市西大通り２－１－１

0198-21-5877

岩手県

薬王堂花巻材木町店

025-0098 岩手県花巻市材木町７－２０

0198-29-5515

岩手県

株式会社サンデー花巻物流センター

025-0312 岩手県花巻市二枚橋第６地割４４７

0198-26-0601

岩手県

薬王堂釜石平田店

026-0001 岩手県釜石市平田第３地割１９－１

0193-27-5105

岩手県

イオンスーパーセンター株式会社釜石店

026-0011 岩手県釜石市港町２－１－１

0193-31-3150

岩手県

株式会社薬王堂釜石鈴子店

026-0031 岩手県釜石市鈴子町１３－２

0193-22-8900

岩手県

ツルハドラッグ釜石中妻店

026-0034 岩手県釜石市中妻町２－１－１３

0193-27-7037

岩手県

株式会社薬王堂釜石小佐野店

026-0052 岩手県釜石市小佐野町４－１－４

0193-23-1599

岩手県

株式会社ツルハ宮古磯鶏店

027-0022 岩手県宮古市磯鶏石崎２－１２

0193-64-2268

岩手県

ホーマック株式会社宮古南店

027-0024 岩手県宮古市磯鶏３－３－２２

0193-63-7031

岩手県

株式会社薬王堂小山田店

027-0038 岩手県宮古市小山田２－３－４５

0193-64-3001

岩手県

株式会社薬王堂千徳店

027-0044 岩手県宮古市上鼻２－５８－１

0193-63-8900

岩手県

株式会社ツルハ宮古南町店

027-0051 岩手県宮古市南町１４－３

0193-71-2628

岩手県

株式会社薬王堂宮古宮町店

027-0052 岩手県宮古市宮町１－４－１１

0193-63-8666

岩手県

株式会社薬王堂宮古西町店

027-0066 岩手県宮古市田の神１－３－１１

0193-63-6399

岩手県

株式会社ツルハ宮古中央店

027-0074 岩手県宮古市保久田８－５

0193-65-0770

岩手県

株式会社薬王堂岩手岩泉店

027-0501 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字三本松４２－１１

0194-22-2347

岩手県

株式会社薬王堂久慈店

028-0014 岩手県久慈市旭町第９地割１６－１

0194-52-3553

岩手県

スーパードラッグアサヒ久慈店

028-0041 岩手県久慈市長内町３１地割５９

0194-53-0600

岩手県

株式会社ツルハ久慈店

028-0041 岩手県久慈市長内町２９地割８－１

0194-52-7200

岩手県

株式会社薬王堂久慈ショッピングセンター店

028-0041 岩手県久慈市長内町３０－５４－２

0194-53-0030

岩手県

薬王堂久慈柏崎店

028-0054 岩手県久慈市柏崎１－２５

0194-66-7352

岩手県

株式会社薬王堂久慈西の沢店

028-0081 岩手県久慈市西の沢第６地割３５－２

0194-66-7215

岩手県

株式会社薬王堂花巻東和店

028-0114 岩手県花巻市東和町土沢６区２２８

0198-42-3990

岩手県

ツルハドラッグ遠野松崎店

028-0541 岩手県遠野市松崎町白岩１９地割４８－１

0198-68-3990

岩手県

株式会社ツルハ遠野店

028-0541 岩手県遠野市松崎町白岩地森２９

0198-63-1060

岩手県

株式会社薬王堂遠野店

028-0541 岩手県遠野市松崎町白岩１８地割９４－１

0198-60-2550

岩手県

株式会社薬王堂遠野松崎店

028-0541 岩手県遠野市松崎町白岩第９地割３６－８

0198-63-1099

岩手県

ツルハドラッグ大槌店

028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第２３地割８－１

0193-27-5472

岩手県

株式会社薬王堂岩手大槌店

028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第２２地割２３

0193-42-8399

岩手県

株式会社ツルハ岩手山田店

028-1332 岩手県下閉伊郡山田町中央町５－６

0193-82-0268

岩手県

株式会社薬王堂山田店

028-1343 岩手県下閉伊郡山田町境田町１６－６

0193-82-2500

岩手県

株式会社薬王堂花巻石鳥谷店

028-3101 岩手県花巻市石鳥谷町好地第１５地割３５－９

0198-45-1499

岩手県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ石鳥谷店

028-3163 岩手県花巻市石鳥谷町八幡３－９－１

0198-46-1270

岩手県

株式会社ツルハ花巻石鳥谷店

028-3163 岩手県花巻市石鳥谷町八幡第４地割５３－２

0198-45-1268

岩手県

イオンスーパーセンター株式会社紫波古館店

028-3303 岩手県紫波郡紫波町高水寺字古屋敷１６－１

019-671-2211

岩手県

株式会社サンドラッグ紫波店

028-3305 岩手県紫波郡紫波町日詰字丸盛１９０－１

019-671-3330

岩手県

株式会社ツルハ紫波中央店

028-3305 岩手県紫波郡紫波町日詰中新田２１１－１

019-671-2268

岩手県

クスリのアオキ紫波桜町店

028-3307 岩手県紫波郡紫波町桜町字田頭９５

019-681-2361

岩手県

薬王堂紫波桜町店

028-3307 岩手県紫波郡紫波町桜町字田頭１３５－１

019-601-3057

岩手県

イオン株式会社マックスバリュ紫波店

028-3309 岩手県紫波郡紫波町北日詰字東ノ房７１－１

019-672-1444

岩手県

ツルハドラッグ紫波南店

028-3309 岩手県紫波郡紫波町北日詰字大日堂４０－１

019-681-8001

岩手県

株式会社薬王堂矢巾ショッピングセンター店

028-3602 岩手県紫波郡矢巾町藤沢第１地割５８

019-697-9299

岩手県

ホーマック株式会社矢幅店

028-3615 岩手県紫波郡矢巾町南矢幅７－１５

019-697-7600

岩手県

株式会社薬王堂矢巾店

028-3615 岩手県紫波郡矢巾町南矢幅第７地割８２－１

019-697-2573

岩手県

イオンスーパーセンター株式会社盛岡渋民店

028-4132 岩手県盛岡市玉山区渋民字鶴飼２０－１

019-694-9211

岩手県

株式会社薬王堂盛岡渋民店

028-4132 岩手県盛岡市玉山区渋民字渋民５７

019-683-2099

岩手県

株式会社ツルハ沼宮内店

028-4307 岩手県岩手郡岩手町五日市１１－１１７－１

0195-61-1161

岩手県

株式会社薬王堂沼宮内店

028-4307 岩手県岩手郡岩手町五日市第十一地割

0195-62-1777

岩手県

ホームセンターかんぶん物流センター

028-5312 岩手県二戸郡一戸町一戸字越田橋３２－４

0195-31-1000

岩手県

薬王堂一戸越田橋店

028-5312 岩手県二戸郡一戸町一戸字越田橋２８－１

0195-26-8231

岩手県

株式会社薬王堂岩手葛巻店

028-5402 岩手県岩手郡葛巻町葛巻第８地割６－１３

0195-66-4599

岩手県

株式会社薬王堂二戸福岡店

028-6101 岩手県二戸市福岡字八幡下６９－３

0195-43-3199

岩手県

株式会社薬王堂二戸店

028-6103 岩手県二戸市石切所字狼穴２１－１

0195-23-1055

岩手県

スーパードラッグアサヒ二戸店

028-6105 岩手県二戸市堀野大谷地５７－１

0195-22-3390

岩手県

薬王堂二戸堀野店

028-6105 岩手県二戸市堀野字長地４４－１

0195-26-8195

岩手県

株式会社薬王堂岩手軽米店

028-6301 岩手県九戸郡軽米町上舘第１５地割１４４－２

0195-46-3999

岩手県

株式会社薬王堂岩手九戸店

028-6504 岩手県九戸郡九戸村長興寺第３地割９－２

0195-41-1199

岩手県

株式会社薬王堂西根平舘店

028-7405 岩手県八幡平市平舘第９地割１９７

0195-68-7191

岩手県

株式会社薬王堂岩手野田店

028-8111 岩手県久慈市宇部町第３地割５５－１

0194-62-1099

岩手県

ホーマックニコット久慈山形店

028-8602 岩手県久慈市山形町川井第８地割１４－１

0194-72-3400

岩手県

株式会社薬王堂岩手川崎店

029-0202 岩手県東磐井郡川崎村薄衣字六反１５４

0191-43-2215

岩手県

株式会社ダルマ薬局千厩店

029-0803 岩手県一関市千厩町千厩字古ヶ口８８

0191-51-3278

岩手県

株式会社薬王堂一関千厩店

029-0803 岩手県一関市千厩町千厩字古ケ口３０－４

0191-53-3211

岩手県

株式会社ツルハ高田北店

029-2203 岩手県陸前高田市竹駒町滝の里１５－１

0192-53-2268

岩手県

株式会社薬王堂高田滝の里店

029-2203 岩手県陸前高田市竹駒町字十日市場３０４

0192-55-1299

岩手県

薬王堂高田馬場前店

029-2205 岩手県陸前高田市高田町字馬場前３９

0192-22-8981

岩手県

イオンスーパーセンター株式会社陸前高田店

029-2206 岩手県陸前高田市米崎町字川崎２２６

0192-53-1580

岩手県

株式会社ツルハ高田アップルロード店

029-2206 岩手県陸前高田市米崎町字西風道２４１－１

0192-55-6268

岩手県

株式会社薬王堂高田米崎店

029-2206 岩手県陸前高田市米崎町字松峰５５－１

09060453911

岩手県

株式会社薬王堂花泉涌津店

029-3205 岩手県一関市花泉町涌津上三ノ町１８

0191-36-3100

岩手県

株式会社薬王堂一関藤沢店

029-3402 岩手県一関市藤沢町新沼字石合２７－１

0191-61-1932

岩手県

株式会社薬王堂岩手平泉店

029-4102 岩手県西磐井郡平泉町平泉字上野台２７８－８

0191-34-5211
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岩手県

クスリのツルハ前沢店

029-4204 岩手県胆沢郡前沢町向田１７８

0197-56-2217

岩手県

イオン株式会社スーパーセンター金ケ崎店

029-4502 岩手県胆沢郡金ケ崎町三ケ尻荒巻１６５

0197-41-0800

岩手県

株式会社サンデー金ヶ崎物流センター

029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根守山３０－６

0197-44-5315

岩手県

株式会社薬王堂岩手金ケ崎店

029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根寄添田３－１

0197-34-1171

岩手県

ツルハドラッグ花巻御田屋町店

025-0082 岩手県花巻市御田屋町４－１６

0198-24-6268

宮城県

ツルハドラッグ仙台宮町店

980-0004 宮城県仙台市青葉区宮町３－９－５

022-216-5268

宮城県

株式会社らいおんクリエイトドラッグセイムス仙台宮町店

980-0004 宮城県仙台市青葉区宮町１－１－５９

022-738-9123

宮城県

株式会社ツルハ仙台上杉店

980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉６－１－１０

022-727-5568

宮城県

イオン東北仙台店

980-0021 宮城県仙台市青葉区中央２－３－６

022-261-1251

宮城県

ダイコクドラッグ仙台クリスロード薬店

980-0021 宮城県仙台市青葉区中央２－２－３０日興商事ビル１Ｆ

022-726-3774

宮城県

トモズエスパル仙台店

980-0021 宮城県仙台市青葉区中央１－１－１エスパル２Ｆ

022-766-8255

宮城県

株式会社サンドラッグ仙台中央通り店

980-0021 宮城県仙台市青葉区中央２－２－２１

022-217-2818

宮城県

株式会社ダルマ薬局中央通り店

980-0021 宮城県仙台市青葉区中央２丁目２－２４

022-215-1665

宮城県

株式会社ドン・キホーテ仙台駅西口本店

980-0021 宮城県仙台市青葉区中央１－８－２０

022-216-3011

宮城県

株式会社朝日メディックストモズ仙台ハピナ店

980-0021 宮城県仙台市青葉区中央１－７－２ハピナ１Ｆ

022-215-0831

宮城県

株式会社ツルハぶらんどーむ店

980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町３－１１－１０

022-212-6106

宮城県

株式会社ツルハＴＩＣ一番町店

980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町４－９－１８

022-722-0255

宮城県

株式会社ドン・キホーテ晩翠通り店

980-0822 宮城県仙台市青葉区立町１５－１７

022-217-7911

宮城県

ツルハドラッグ仙台支倉店

980-0824 宮城県仙台市青葉区支倉町２－３

022-212-2533

宮城県

みやぎ生協コープ利府店

981-0100 宮城県宮城郡利府町堀切前３５－１

022-767-8070

宮城県

株式会社サンドラッグ利府野中店

981-0111 宮城県宮城郡利府町加瀬字十三本塚１６７

022-767-7455

宮城県

サンドラッグ利府店

981-0112 宮城県宮城郡利府町利府字堀切前１５－１

022-767-9181

宮城県

株式会社ウジエスーパー利府店

981-0112 宮城県宮城郡利府町利府字新神明前１６

022-349-0935

宮城県

株式会社ツルハ利府店

981-0112 宮城県宮城郡利府町利府字新大谷地５１－１

022-349-0080

宮城県

株式会社薬王堂利府ショッピングセンター店

981-0112 宮城県宮城郡利府町利府字新神明前３８

022-290-9775

宮城県

イオン東北イオンスタイル新利府

981-0114 宮城県宮城郡利府町新中道３－１－１

022-767-7800

宮城県

ツルハドラッグ松島店

981-0215 宮城県宮城郡松島町高城字明神四５－１

022-355-1788

宮城県

株式会社薬王堂宮城松島店

981-0215 宮城県宮城郡松島町高城字帰命院下一１８－１

022-353-3551

宮城県

株式会社薬王堂東松島鳴瀬店

981-0301 宮城県東松島市牛網字上四十八２９－３

0225-24-6081

宮城県

株式会社ドン・キホーテ石巻街道矢本店

981-0501 宮城県東松島市赤井字川前弐番１２２－１

0225-83-9011

宮城県

株式会社ツルハ矢本関の内店

981-0503 宮城県東松島市矢本関の内５３

0225-84-1077

宮城県

株式会社ツルハ矢本店

981-0504 宮城県桃生郡矢本町小松字上浮足４３

0225-84-2641

宮城県

株式会社長崎屋メガドンキホーテ仙台台原店

981-0911 宮城県仙台市青葉区台原１－７－４０

022-728-7533

宮城県

ツルハドラッグ北仙台駅前店

981-0913 宮城県仙台市青葉区昭和町６－１０

022-346-8958

宮城県

ツルハドラッグ仙台北山店

981-0931 宮城県仙台市青葉区北山１－９－２０

022-342-1235

宮城県

株式会社ウジエスーパー中山店

981-0952 宮城県仙台市青葉区中山４－２２－２

022-303-2200

宮城県

みやぎ生協コープ桜ケ丘店

981-0961 宮城県仙台市青葉区桜ケ丘２丁目１９－１

022-279-9661

宮城県

ツルハドラッグ仙台長命ケ丘店

981-0961 宮城県仙台市青葉区桜ケ丘７－４０－１ＢＲＡＮＣＨ内

022-303-3318

宮城県

クスリのツルハ中田店

981-1103 宮城県仙台市太白区中田町字法池北１９－１

022-381-8430

宮城県

ドラッグストアポピー袋原店

981-1103 宮城県仙台市太白区中田町法地南７－１

022-306-0017

宮城県

株式会社ヤマザワ中田店

981-1103 宮城県仙台市太白区中田町千刈田１９－１

022-241-5011

宮城県

薬王堂仙台袋原店

981-1103 宮城県仙台市太白区中田町字荒屋敷１２

022-281-9927

宮城県

株式会社ドン・キホーテＰＡＷ南仙台店

981-1104 宮城県仙台市太白区中田６－３３－１

022-306-0511

宮城県

ドラッグセイムス仙台西中田店

981-1105 宮城県仙台市太白区西中田５－１７－７５

022-302-7672

宮城県

みやぎ生協コープ柳生店

981-1106 宮城県仙台市太白区柳生５－１－１

022-306-5802

宮城県

ウエルシア仙台柳生店

981-1106 宮城県仙台市太白区柳生３－４－２

022-242-5503

宮城県

株式会社ダルマ薬局柳生店

981-1106 宮城県仙台市太白区柳生７－５－１１

022-306-0206

宮城県

株式会社ツルハ仙台柳生店

981-1106 宮城県仙台市太白区柳生１－１０－８

022-242-8268

宮城県

マツモトキヨシ名取ゆりあげ店

981-1213 宮城県名取市閖上字昭和３３

022-385-8563

宮城県

クスリのアオキ美田園店

981-1217 宮城県名取市美田園７－１－１

022-724-7082

宮城県

クスリのツルハ名取店

981-1221 宮城県名取市田高字原３６７

022-381-5290

宮城県

ホーマック株式会社スーパーデポ名取店

981-1221 宮城県名取市田高字原５０９

022-381-4755

宮城県

ツルハドラッグ中田７丁目店

981-1222 宮城県名取市上余田字千刈田２－１９

022-381-6268

宮城県

株式会社サンドラッグ名取バイパス店

981-1222 宮城県名取市上余田字千刈田２８３－１

0223-82-5172

宮城県

株式会社ツルハ名取増田店

981-1224 宮城県名取市増田字北谷２６４－１

022-384-2268

宮城県

株式会社ツルハ名取バイパス店

981-1225 宮城県名取市飯野坂３－４－４６

022-383-2668

宮城県

イオン東北イオンスタイル名取店

981-1227 宮城県名取市杜せきのした５－３－１

022-784-2021

宮城県

薬王堂名取杜せきのした店

981-1227 宮城県名取市杜せきのした１－２－５

022-399-8091

宮城県

ウエルシア名取大手町店

981-1232 宮城県名取市大手町５－３－２

022-383-2633

宮城県

株式会社薬王堂名取愛島店

981-1238 宮城県名取市愛島笠島字後谷地３４－３

0223-95-4426

宮城県

クスリのツルハ角田店

981-1500 宮城県角田市町尻２７８

0224-61-0370

宮城県

株式会社ツルハ角田中央店

981-1505 宮城県角田市角田字町２２２－２

0224-63-1268

宮城県

株式会社薬王堂角田店

981-1505 宮城県角田市角田字緑町２－４

0224-63-1887

宮城県

株式会社ツルハ明石南店

981-3101 宮城県仙台市泉区明石南３－４－４

022-772-3006

宮城県

薬王堂仙台南光台店

981-3111 宮城県仙台市泉区松森１７９

022-341-7920

宮城県

クスリのツルハ八乙女店

981-3112 宮城県仙台市泉区八乙女３－１

022-772-7331

宮城県

サンドラッグ八乙女店

981-3112 宮城県仙台市泉区八乙女１－３－９

022-779-5613

宮城県

ドラッグストアマツモトキヨシ八乙女店

981-3112 宮城県仙台市泉区八乙女１－５－１

022-771-6221

宮城県

株式会社カワチ薬品市名坂店

981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂１００－１１

022-218-3246

宮城県

株式会社ツルハ市名坂店

981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字万吉前１１７－１

022-771-7268

宮城県

株式会社マツモトキヨシ東日本販売市名坂店

981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字清水端２０１－８

022-772-3515

宮城県

株式会社ツルハ仙台上谷刈店

981-3121 宮城県仙台市泉区上谷刈２－５－５

022-722-2680

宮城県

株式会社ダルマ薬局加茂店

981-3122 宮城県仙台市泉区加茂４－１－３

022-342-5778

宮城県

株式会社ツルハ将監店

981-3132 宮城県仙台市泉区将監北土地区画整理事業地内

022-771-6031

宮城県

ツルハドラッグ仙台泉中央３丁目店

981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央３－２－７

022-341-0653

宮城県

株式会社ツルハ仙台泉中央店

981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央３－３７－７

022-771-2680

宮城県

株式会社ツルハグロージェ泉大沢店

981-3137 宮城県仙台市泉区大沢１－５－１イオン仙台泉大沢ショッピングセンター１Ｆ

022-771-7708

宮城県

ドラッグストアマツモトキヨシ寺岡店

981-3204 宮城県仙台市泉区寺岡４－１－６

022-772-1530

宮城県

株式会社ヤマザワ長命ヶ丘店

981-3212 宮城県仙台市泉区長命ケ丘５－１３－１

022-342-6611

宮城県

株式会社薬王堂仙台根白石店

981-3216 宮城県仙台市泉区小角宮９６－１

022-379-5290

宮城県

株式会社ＬＩＸＩＬビバスーパービバホーム仙台中山店

981-3217 宮城県仙台市泉区実沢字中山南３１－８

022-303-6011

宮城県

株式会社ヤマザワ住吉台店

981-3223 宮城県仙台市泉区住吉台西４－２－１

022-376-5281

宮城県

薬王堂富谷西沢店

981-3311 宮城県富谷市富谷西沢８４－１

022-347-4451
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宮城県

ツルハドラッグ富谷上桜木店

981-3328 宮城県富谷市上桜木２－３－４

022-725-8775

宮城県

イオン東北富谷店

981-3329 宮城県富谷市大清水１－３３－１

022-779-0808

宮城県

株式会社サンドラッグ富谷店

981-3329 宮城県黒川郡富谷町大清水２－１３－１

022-348-0370

宮城県

株式会社ヤマザワ富谷成田店

981-3341 宮城県黒川郡富谷町成田１－６－８

022-348-3911

宮城県

株式会社薬王堂富谷成田店

981-3341 宮城県富谷市成田３－１６－２

022-341-5728

宮城県

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ仙台富谷店

981-3352 宮城県黒川郡富谷町富ケ丘１－２７－１

022-348-9411

宮城県

株式会社薬王堂宮城大郷店

981-3521 宮城県黒川郡大郷町中村字屋敷６５－１５

022-359-3155

宮城県

株式会社薬王堂宮城大富店

981-3622 宮城県黒川郡大和町もみじケ丘２－３４－１

022-348-7077

宮城県

株式会社ツルハ大和吉岡店

981-3625 宮城県黒川郡大和町吉田字高田東３５

022-347-2808

宮城県

株式会社薬王堂大和町店

981-3625 宮城県黒川郡大和町吉田字北要害７７街区

022-345-8891

宮城県

株式会社ヤマザワ薬品吉岡店

981-3626 宮城県黒川郡大和町吉岡南第２土地区画整理地内９３－２０

022-344-1381

宮城県

株式会社ヤマザワ杜のまち店

981-3628 宮城県黒川郡大和町杜の丘１－１６

022-779-0255

宮城県

ウジエスーパー吉岡店

981-3632 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば１－５－８

022-344-5070

宮城県

ツルハドラッグ宮城色麻店

981-4122 宮城県加美郡色麻町四竃字瀧１４９－１

0229-25-5237

宮城県

株式会社ダルマ薬局中新田店

981-4253 宮城県加美郡中新田町大門５２－１

0229-64-1601

宮城県

株式会社薬王堂宮城加美店

981-4253 宮城県加美郡加美町大門８１

0229-63-8551

宮城県

株式会社薬王堂中新田店

981-4264 宮城県加美郡中新田町赤塚２２３－１

022-963-2323

宮城県

クスリのアオキ加美店

981-4265 宮城県加美郡加美町矢越３７－１

0229-87-5568

宮城県

ツルハドラッグ南光台４丁目店

981-8003 宮城県仙台市泉区南光台４－１－２８

022-342-1024

宮城県

株式会社ツルハ仙台太子堂店

982-0005 宮城県仙台市太白区諏訪町１－７

022-748-1268

宮城県

株式会社カワチ薬品あすと長町店

982-0007 宮城県仙台市太白区あすと長町３－１２－２０

022-246-8801

宮城県

株式会社サンドラッグあすと長町店

982-0007 宮城県仙台市太白区あすと長町２－２－１０ヨークベニマル内

022-748-1620

宮城県

株式会社ツルハあすと長町店

982-0007 宮城県仙台市太白区あすと長町４－３－５

022-746-8268

宮城県

トモズ仙台長町店

982-0011 宮城県仙台市太白区長町７－２０－３ザ・モール仙台長町店１Ｆ

022-308-3701

宮城県

株式会社ツルハ仙台長町４丁目店

982-0011 宮城県仙台市太白区長町４－７－１８

022-304-1268

宮城県

株式会社マツモトキヨシララガーデン長町店

982-0011 宮城県仙台市太白区長町７－２０－５ララガーデン長町１Ｆ

022-246-7161

宮城県

ツルハドラッグ長町南店

982-0012 宮城県仙台市太白区長町南４－１３－２

022-393-9268

宮城県

株式会社ツルハ仙台長町店

982-0012 宮城県仙台市太白区長町南２－６－１０

022-304-5268

宮城県

株式会社ツルハ仙台緑ケ丘店

982-0021 宮城県仙台市太白区緑ケ丘４－５－１

022-304-0323

宮城県

株式会社カワチ薬品富沢店

982-0032 宮城県仙台市太白区富沢２－２１－１８

022-244-8321

宮城県

ツルハドラッグ仙台富沢西店

982-0033 宮城県仙台市太白区富田字京ノ北５４－１フレスポ富沢西内

022-393-7298

宮城県

ドラッグストアマツモトキヨシアクロスプラザ富沢西店

982-0033 宮城県仙台市太白区富田字京ノ北８１－１

022-307-6050

宮城県

株式会社ダルマ薬局富沢南店

982-0036 宮城県仙台市太白区富沢南１－１８－３

022-307-3977

宮城県

株式会社ツルハ仙台茂庭店

982-0251 宮城県仙台市太白区茂庭字新御所川６２フォレストモール内

022-281-5268

宮城県

薬王堂仙台茂庭店

982-0251 宮城県仙台市太白区茂庭字新熊野５０－１

022-797-3237

宮城県

株式会社ウジエスーパー西多賀店

982-0804 宮城県仙台市太白区鈎取１－４－２５

022-245-3911

宮城県

イオン株式会社スーパーセンター鈎取店

982-0805 宮城県仙台市太白区鈎取本町１－２０３

022-307-3635

宮城県

株式会社ケーヨーＤ２山田鈎取店

982-0814 宮城県仙台市太白区山田字田中前１８０

022-307-3931

宮城県

株式会社ツルハ山田鈎取店

982-0814 宮城県仙台市太白区山田字田中前１８４

022-307-4520

宮城県

株式会社ツルハ仙台山田店

982-0815 宮城県仙台市太白区山田上ノ台町１４－１６

022-307-6061

宮城県

株式会社ツルハ田子西店

983-0021 宮城県仙台市宮城野区田子字中坪１１４

022-388-8268

宮城県

株式会社ヤマザワ田子店

983-0021 宮城県仙台市宮城野区田子２－４０－２８

0223-87-8861

宮城県

株式会社ツルハ小鶴新田店

983-0038 宮城県仙台市宮城野区新田東土地区画整理事業地

022-782-7009

宮城県

株式会社マツモトキヨシ東日本販売新田東２丁目店

983-0039 宮城県仙台市宮城野区新田東２－１－７

022-782-0309

宮城県

株式会社ツルハ仙台宮千代店

983-0044 宮城県仙台市宮城野区宮千代３－６－６

022-782-2068

宮城県

株式会社ツルハ仙台宮城野店

983-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野１－２８－２８

022-292-6250

宮城県

株式会社ウジエスーパー小田原店

983-0803 宮城県仙台市宮城野区小田原３－１－３０

022-292-0370

宮城県

株式会社サンドラッグ鶴ケ谷店

983-0824 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷２－８－７

022-388-3466

宮城県

株式会社ツルハ仙台鶴ケ谷店

983-0824 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷２－８－１２

022-388-3268

宮城県

みやぎ生協コープ幸町店

983-0835 宮城県仙台市宮城野区大梶７－１０

022-257-0891

宮城県

イオン東北仙台幸町店

983-0836 宮城県仙台市宮城野区幸町５－１０－１

022-292-1001

宮城県

株式会社ドン・キホーテ六丁の目店

984-0004 宮城県仙台市若林区六丁の目東町６－１７

022-390-1911

宮城県

イオン東北イオンスタイル仙台卸町店

984-0015 宮城県仙台市若林区卸町１－１－１

022-782-6045

宮城県

ドラッグヤマザワ荒井店

984-0032 宮城県仙台市若林区荒井３－２９－３

022-390-4688

宮城県

株式会社カワチ薬品荒井駅前店

984-0032 宮城県仙台市若林区荒井字矢取東５９－１

022-390-7370

宮城県

株式会社ツルハ仙台荒井東店

984-0032 宮城県仙台市若林区荒井字遠藤１２４

022-288-8268

宮城県

株式会社ツルハ仙台大和町店

984-0042 宮城県仙台市若林区大和町１－２６８－５

022-782-1361

宮城県

株式会社ツルハ大和町４丁目店

984-0042 宮城県仙台市若林区大和町４－６－４０

022-782-2268

宮城県

株式会社ツルハ仙台荒町店

984-0073 宮城県仙台市若林区荒町１４９－６

022-722-8268

宮城県

株式会社ツルハ仙台保春院前丁店

984-0811 宮城県仙台市若林区保春院前丁５－１１３

022-285-9268

宮城県

みやぎ生協コープ南小泉店

984-0821 宮城県仙台市若林区中倉２丁目３－１２

022-235-4755

宮城県

株式会社ツルハ仙台沖野店

984-0826 宮城県仙台市若林区若林６－１１－５２

022-781-0268

宮城県

株式会社サンドラッグ南小泉店

984-0827 宮城県仙台市若林区南小泉４－１０－６

022-781-1023

宮城県

株式会社ツルハ塩釜店

985-0004 宮城県塩竈市藤倉２－１４－４２

022-361-3093

宮城県

ツルハドラッグ塩釜白菊店

985-0041 宮城県塩竈市白菊町７４－２７

022-253-6826

宮城県

株式会社ヤマザワ薬品汐見台店

985-0821 宮城県宮城郡七ヶ浜町汐見台１－１－１０

022-352-5015

宮城県

みやぎ生協コープ大代店

985-0832 宮城県多賀城市大代５丁目４－３０

0223-62-8200

宮城県

クスリのツルハ桜木店

985-0842 宮城県多賀城市桜木１－１０－１

022-361-6190

宮城県

イオン東北多賀城店

985-0845 宮城県多賀城市町前４－１－１

022-367-8811

宮城県

株式会社ツルハ多賀城町前店

985-0845 宮城県多賀城市町前２－６－５

022-361-0268

宮城県

薬王堂多賀城山王店

985-0852 宮城県多賀城市山王字山王三区６０

022-354-0712

宮城県

株式会社ツルハガルドドラッグ多賀城店

985-0853 宮城県多賀城市高橋４－４－１

022-389-1286

宮城県

株式会社ダルマ薬局多賀城城南店

985-0862 宮城県多賀城市高崎字水入２９－１

022-389-2978

宮城県

ドラッグヤマザワ多賀城店

985-0865 宮城県多賀城市城南２－１４－７

022-368-5855

宮城県

株式会社薬王堂石巻湊店

986-0011 宮城県石巻市湊字大門崎２５０－１

0225-93-2751

宮城県

ホーマック株式会社石巻東店

986-0041 宮城県石巻市伊原津２－１１－５５

0225-94-7670

宮城県

株式会社ツルハ鹿妻店

986-0042 宮城県石巻市鹿妻南３－７０－１

0225-21-2606

宮城県

株式会社ツルハ石巻河北店

986-0101 宮城県石巻市相野谷六本木２０

0225-62-8268

宮城県

株式会社くすりのベルドラッグストアポピー石巻河北店

986-0102 宮城県石巻市成田字一本杉４１－１河北アゼリアプラザ内

0225-24-6970

宮城県

株式会社ウジエスーパー南三陸店

986-0729 宮城県本吉郡南三陸町志津川天王前３２

0226-46-4550

宮城県

ツルハドラッグ宮城志津川店

986-0751 宮城県本吉郡南三陸町志津川上の山６９－１

0226-47-4268

宮城県

株式会社薬王堂宮城志津川店

986-0761 宮城県本吉郡南三陸町志津川廻館前４４－１

0226-46-2332

宮城県

株式会社ツルハ石巻中里店

986-0814 宮城県石巻市南中里１－１０－５

0225-21-6133
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宮城県

ツルハドラッグ石巻門脇店

986-0834 宮城県石巻市門脇町２－１３－１５６

0225-25-5037

宮城県

クスリのツルハ中浦店

986-0853 宮城県石巻市門脇中浦７６－１ヨークベニマル内

022-592-4943

宮城県

ツルハドラッグ釜大街道店

986-0858 宮城県石巻市三ツ股２－７－５５

0225-25-5383

宮城県

株式会社ツルハ石巻あゆみ野店

986-0861 宮城県石巻市蛇田字新沼田１６１－４４街区５画地

0225-92-8268

宮城県

株式会社ツルハ石巻のぞみ野店

986-0861 宮城県石巻市蛇田字新立野３０７－１

0225-92-0268

宮城県

株式会社ツルハ石巻恵み野店

986-0861 宮城県石巻市蛇田字新金沼３４４－１

0225-23-2768

宮城県

株式会社ツルハ石巻蛇田店

986-0861 宮城県石巻市蛇田字新丸井戸４４－１

0225-21-7268

宮城県

株式会社薬王堂石巻蛇田店

986-0861 宮城県石巻市蛇田字東道下７４－１

0225-92-1537

宮城県

イオン東北石巻店

986-0866 宮城県石巻市茜平４－１０４

0225-92-1333

宮城県

株式会社薬王堂石巻末広店

986-0875 宮城県石巻市末広町２－６

022-593-2272

宮城県

イオン株式会社スーパーセンター石巻東店

986-2103 宮城県石巻市流留字七勺１－１

0225-25-3337

宮城県

株式会社薬王堂石巻渡波店

986-2112 宮城県石巻市後生橋１－５

0225-25-5791

宮城県

薬王堂石巻黄金浜店

986-2135 宮城県石巻市渡波字黄金浜５０－１

0225-24-6030

宮城県

株式会社ツルハ宮城女川店

986-2231 宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字小屋ノ口７９－３

0225-50-2268

宮城県

株式会社ウジエスーパー美里店

987-0004 宮城県遠田郡美里町牛飼字八反９３

0229-33-3533

宮城県

株式会社ツルハ小牛田北店

987-0004 宮城県遠田郡美里町牛飼字八反９３

0229-31-1268

宮城県

ドラッグストアポピー小牛田店

987-0005 宮城県遠田郡小牛田町北浦字新苗代下９

0229-34-1122

宮城県

株式会社ツルハ小牛田店

987-0005 宮城県遠田郡美里町北浦１－２６

0229-31-1258

宮城県

株式会社薬王堂小牛田店

987-0005 宮城県遠田郡小牛田町北浦字中新田１１－１

0229-34-3045

宮城県

株式会社薬王堂宮城涌谷店

987-0107 宮城県遠田郡涌谷町六軒町裏６８－２

0229-43-5332

宮城県

株式会社ツルハ涌谷店

987-0113 宮城県遠田郡涌谷町渋江２６２

0229-44-3077

宮城県

イオン株式会社スーパーセンター涌谷店

987-0121 宮城県遠田郡涌谷町涌谷字洞ケ崎３－１

0229-44-1181

宮城県

株式会社薬王堂登米米山店

987-0331 宮城県登米市米山町中津山字筒場埣３１３－１

0220-55-5035

宮城県

株式会社薬王堂登米豊里店

987-0362 宮城県登米市豊里町小口前１３７

0225-76-1156

宮城県

株式会社薬王堂登米南方店

987-0401 宮城県登米市南方町西山成前１１１

0220-58-3621

宮城県

株式会社ツルハ佐沼店

987-0511 宮城県登米郡迫町佐沼字中江４－６－６

0220-21-5278

宮城県

株式会社薬王堂佐沼店

987-0511 宮城県登米郡迫町佐沼字萩洗２－１２－７

022-023-1141

宮城県

株式会社薬王堂登米迫店

987-0511 宮城県登米市迫町佐沼３－４－５

0220-23-8182

宮城県

株式会社ツルハ登米加賀野店

987-0601 宮城県登米市中田町石森字加賀野３－３－１４

0220-34-2668

宮城県

株式会社薬王堂登米中田店

987-0601 宮城県登米市中田町石森字加賀野２－４－１

0220-34-2815

宮城県

株式会社薬王堂登米中田店

987-0601 宮城県登米市中田町石森１８７

0220-34-3306

宮城県

ツルハドラッグ登米中田店

987-0611 宮城県登米市中田町浅水字上川面２２２－２

0220-23-7397

宮城県

株式会社ウジエスーパー中田店

987-0621 宮城県登米市中田町宝江黒沼字十文字２１８－１

0220-34-5522

宮城県

株式会社ツルハ石巻広渕店

987-1222 宮城県石巻市広渕字馬場屋敷３５－１

0225-86-6268

宮城県

薬王堂石巻広渕店

987-1222 宮城県石巻市広渕字焼巻２９７

0225-98-9322

宮城県

株式会社薬王堂大崎松山店

987-1303 宮城県大崎市松山金谷字向田３－１

0229-55-5631

宮城県

株式会社薬王堂築館店

987-2203 宮城県栗原郡築館町下宮野桜町１０２

022-822-2191

宮城県

株式会社ウジエスーパー築館店

987-2211 宮城県栗原市築館源光１４－６４

0228-22-6211

宮城県

株式会社薬王堂築館ショッピングセンター店

987-2211 宮城県栗原市築館源光１４－７２

0228-24-7139

宮城県

株式会社ツルハ南気仙沼店

988-0024 宮城県気仙沼市仲町２－５４

0226-21-8668

宮城県

薬王堂南気仙沼店

988-0024 宮城県気仙沼市仲町２－５－２９

0226-25-7871

宮城県

株式会社薬王堂気仙沼田中前店

988-0053 宮城県気仙沼市田中前４－１－２

0226-24-6261

宮城県

株式会社ツルハ気仙沼東新城店

988-0066 宮城県気仙沼市東新城２－６－５

0226-21-5655

宮城県

株式会社ツルハ気仙沼八日町店

988-0084 宮城県気仙沼市八日町１－２－３

0226-21-1268

宮城県

イオン東北気仙沼店

988-0101 宮城県気仙沼市赤岩舘下６－１

0226-22-8511

宮城県

株式会社薬王堂気仙沼本吉店

988-0381 宮城県気仙沼市本吉町津谷新明戸２１４

0226-42-4088

宮城県

ホーマックニコット唐桑店

988-0533 宮城県気仙沼市唐桑町明戸２１６－１

0226-32-3100

宮城県

株式会社薬王堂気仙沼松川前店

988-0853 宮城県気仙沼市松川前４７

0226-24-8118

宮城県

株式会社ツルハ白石東店

989-0222 宮城県白石市鷹巣字鳥喰３２

0224-22-4620

宮城県

株式会社ツルハ宮城白石北店

989-0232 宮城県白石市福岡長袋字中河原２４－１

0224-22-1268

宮城県

株式会社ツルハ宮城白石店

989-0276 宮城県白石市大手町１－８

0224-22-4351

宮城県

株式会社ツルハ宮城蔵王店

989-0821 宮城県刈田郡蔵王町円田字西浦上５

0224-22-7760

宮城県

株式会社ツルハ大河原新南店

989-1245 宮城県柴田郡大河原町新南４０－７

0224-53-9268

宮城県

ツルハドラッグ大河原小島店

989-1267 宮城県柴田郡大河原町小島２１－５

0224-87-7658

宮城県

株式会社サンドラッグ大河原フォルテ店

989-1267 宮城県柴田郡大河原町小島２－１

0224-51-5181

宮城県

ドラッグセイムス村田小泉店

989-1302 宮城県柴田郡村田町小泉字西浦９０－１

0224-86-4070

宮城県

ホームセンタージョイ流通センター

989-1302 宮城県柴田郡村田町小泉字新岡前８３－５ジャパンロディックス内

0224-82-1501

宮城県

株式会社薬王堂宮城村田店

989-1305 宮城県柴田郡村田町村田字反町９４－１

0224-83-5105

宮城県

株式会社薬王堂宮城川崎店

989-1503 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山２３８－５７

0224-84-6301

宮城県

クスリのコダマ柴田店

989-1606 宮城県柴田郡柴田町船岡字新野竹内２９１

0224-58-1255

宮城県

ツルハドラッグ柴田船岡店

989-1606 宮城県柴田郡柴田町船岡字新田２０８－３

0224-87-8699

宮城県

株式会社薬王堂柴田店

989-1606 宮城県柴田郡柴田町船岡字東原前２３５－１

0224-54-2025

宮城県

クスリのツルハ柴田店

989-1612 宮城県柴田郡柴田町中名生字佐野３４－１

022-458-1328

宮城県

ツルハドラッグ柴田槻木店

989-1754 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－１－２８

0224-51-8648

宮城県

株式会社ツルハ宮城山元店

989-2201 宮城県亘理郡山元町山寺字石田４５－１

0223-33-8268

宮城県

ドラッグストアポピー亘理店

989-2302 宮城県亘理郡亘理町逢隈牛袋南谷地添２０－２

0223-33-0621

宮城県

ガルトドラック亘理店

989-2324 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋地内

022-332-8163

宮城県

ドラッグストアモリ宮城亘理店

989-2324 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北１６５－１

0223-35-7877

宮城県

株式会社薬王堂亘理祝田店

989-2351 宮城県亘理郡亘理町祝田２５－１

0223-29-4771

宮城県

株式会社薬王堂宮城亘理店

989-2351 宮城県亘理郡亘理町東郷１９９－１

0223-34-8909

宮城県

ツルハドラッグ亘理逢隈店

989-2371 宮城県亘理郡亘理町逢隈鹿島字西鹿島１

0223-34-4268

宮城県

サンドラッグ岩沼相の原店

989-2431 宮城県岩沼市相の原１－８－２７

0223-36-7081

宮城県

株式会社ツルハ岩沼中央店

989-2432 宮城県岩沼市中央２－５－２２

0223-25-6268

宮城県

クスリのアオキ藤浪店

989-2434 宮城県岩沼市藤浪１－４－１０

0223-23-0617

宮城県

ドラッグセイムス岩沼館下店

989-2441 宮城県岩沼市館下１－１－１０

0223-35-6062

宮城県

クスリのアオキ二木店

989-2448 宮城県岩沼市二木２－１－１

0223-36-8627

宮城県

みやぎ生協コープ岩沼店

989-2472 宮城県岩沼市梶橋２－３０

0223-24-6501

宮城県

株式会社薬王堂岩沼ショッピングセンター店

989-2475 宮城県岩沼市大和１２９

0223-22-2660

宮城県

株式会社カワチ薬品愛子店

989-3124 宮城県仙台市青葉区上愛子字榎２－１

022-391-6101

宮城県

株式会社サンドラッグ愛子店

989-3124 宮城県仙台市青葉区上愛子字新宮前８－１

022-391-0171

宮城県

株式会社ツルハ仙台上愛子店

989-3124 宮城県仙台市青葉区上愛子字雷神４－２

022-391-6268

宮城県

株式会社ツルハ仙台愛子店

989-3127 宮城県仙台市青葉区愛子東１－４－３４

022-302-8707

宮城県

クスリのツルハ調剤薬局南吉成店

989-3204 宮城県仙台市青葉区南吉成３－１－２３

022-303-5044
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宮城県

株式会社サンドラッグ中山台店

989-3212 宮城県仙台市青葉区芋沢字吉成山１８－２２

022-303-1811

宮城県

株式会社ウジエスーパー田尻店

989-4415 宮城県大崎市田尻字町尻２３

0229-39-7898

宮城県

株式会社ツルハ田尻店

989-4415 宮城県遠田郡田尻町田尻字町尻１７－１

0229-38-2871

宮城県

株式会社薬王堂栗原栗駒店

989-5301 宮城県栗原市栗駒岩ケ崎神南５５

0228-45-2622

宮城県

株式会社ウジエスーパー栗駒店

989-5351 宮城県栗原市栗駒中野田町西２１３

0228-45-3060

宮城県

株式会社薬王堂栗駒ショッピングセンター店

989-5351 宮城県栗原市栗駒中野田町西２１５－１

0228-49-3035

宮城県

株式会社ウジエスーパー若柳店

989-5501 宮城県栗原市若柳字川北古川１２８－７

0228-32-7071

宮城県

株式会社薬王堂栗原若柳店

989-5501 宮城県栗原市若柳川北元町裏１４－１

0228-32-5021

宮城県

薬王堂古川福浦店

989-6101 宮城県大崎市古川福浦１－２１－３

0229-25-7616

宮城県

イオン東北古川店

989-6117 宮城県大崎市古川旭２－２－１

0229-91-0600

宮城県

株式会社くすりのベルドラッグストアポピー古川店

989-6143 宮城県大崎市古川中里３－２－３５

0229-25-8150

宮城県

株式会社薬王堂城西店

989-6151 宮城県古川市城西１－７－１５

0229-22-2623

宮城県

株式会社マツモトキヨシ東日本販売古川北町店

989-6171 宮城県大崎市古川北町３－１１－１１

0229-21-8722

宮城県

クスリのツルハ古川南店

989-6223 宮城県古川市古川南土地区画整理事業地内４３街区４画地

022-991-9071

宮城県

薬王堂大崎三本木店

989-6321 宮城県大崎市三本木字善並田１１３－１

0229-25-6806

宮城県

株式会社ツルハ宮城岩出山店

989-6412 宮城県大崎市岩出山下野目字山ノ辺３

0229-73-4033

宮城県

株式会社薬王堂宮城岩出山店

989-6412 宮城県玉造郡岩出山町下野目字新雨沼２１

0229-73-5611

宮城県

株式会社薬王堂大崎鳴子店

989-6811 宮城県大崎市鳴子温泉鷲ノ巣５４－１

0229-82-3811

秋田県

株式会社ツルハ秋田中通店

010-0001 秋田県秋田市中通２－１－４６

018-889-2155

秋田県

調剤薬局ツルハドラッグ秋田南通店

010-0013 秋田県秋田市南通築地３－５

018-853-7179

秋田県

株式会社ツルハ秋田楢山店

010-0029 秋田県秋田市楢山川口境４－２１

018-884-3268

秋田県

いとく秋田東店

010-0041 秋田県秋田市広面字家ノ下７２－３

018-884-1109

秋田県

スーパードラッグアサヒ秋田広面店

010-0041 秋田県秋田市広面近藤堰越４３－１

018-887-3701

秋田県

マックスバリュ東北株式会社ウエルマート広面店

010-0041 秋田県秋田市広面字堤敷１９

018-834-2828

秋田県

株式会社ツルハ秋田広面店

010-0041 秋田県秋田市広面字樋ノ沖９３－１

018-884-3137

秋田県

株式会社薬王堂秋田茨島店

010-0061 秋田県秋田市卸町５－６－１

018-823-0085

秋田県

バックスバリュ東北株式会社マックスバリュ茨島店

010-0065 秋田県秋田市茨島４－３８３－２

018-896-5211

秋田県

ホーマック株式会社茨島店

010-0065 秋田県秋田市茨島４－３－２２

018-863-4472

秋田県

秋田市民消費生協茨島店

010-0065 秋田県秋田市茨島４－１９－１９

018-862-3910

秋田県

株式会社ツルハ天王長沼店

010-0101 秋田県潟上市天王字長沼９－２

018-870-4567

秋田県

株式会社ナイス追分店

010-0101 秋田県南秋田郡天王町追分９－３

018-873-3211

秋田県

薬王堂潟上天王店

010-0201 秋田県潟上市天王字二田２０８－１

018-874-7338

秋田県

株式会社薬王堂男鹿船越店

010-0341 秋田県男鹿市船越字内子２５９－１

0185-35-5010

秋田県

株式会社ツルハガルドドラッグ男鹿店

010-0342 秋田県男鹿市脇本脇本石館３１－１

0185-22-2057

秋田県

ツルハドラッグ男鹿払戸店

010-0431 秋田県男鹿市払戸字大堤１２７－１

0185-47-8271

秋田県

株式会社ナイス外旭川店

010-0802 秋田県秋田市外旭川字三後田３１

018-868-2611

秋田県

株式会社薬王堂秋田外旭川店

010-0802 秋田県秋田市外旭川字小谷地６１

018-868-9666

秋田県

薬王堂秋田天徳寺通店

010-0812 秋田県秋田市泉三嶽根７－２３

018-893-4861

秋田県

スーパードラッグアサヒ秋田中央店

010-0816 秋田県秋田市泉北４－３－２１

018-883-0081

秋田県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ泉店

010-0916 秋田県秋田市泉北１－１１－１７

018-888-3222

秋田県

株式会社ツルハ秋田泉南店

010-0918 秋田県秋田市泉南３－２３－２４

018-896-1268

秋田県

有限会社ドジャース商事

010-0956 秋田県秋田市山王臨海町４－３７

018-864-0621

秋田県

株式会社サンドラッグ八橋大畑店

010-0962 秋田県秋田市八橋大畑１－６－３６

018-896-4301

秋田県

メガ新国道店

010-0964 秋田県秋田市八橋鯲沼町１０－１１

018-838-5100

秋田県

株式会社ナイス八橋店

010-0972 秋田県秋田市八橋田五郎１－１－７

018-865-2211

秋田県

イオン東北イオンスタイル御所野店

010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田１－１－１

018-889-6611

秋田県

株式会社マツモトキヨシイオンモール秋田店

010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田１－１－１イオンモール秋田店内

018-826-1140

秋田県

株式会社ツルハ秋田御所野店

010-1414 秋田県秋田市御所野元町１－１－１

018-892-6180

秋田県

スーパーセンターアマノ御所野店

010-1419 秋田県秋田市御所野堤台１－５－１

018-892-7333

秋田県

メガ仁井田店

010-1421 秋田県秋田市仁井田本町５－９－２６

0188-89-9110

秋田県

株式会社ナイス仁井田南店

010-1421 秋田県秋田市仁井田本町５－６－６

018-826-1811

秋田県

株式会社ナイス割山店

010-1612 秋田県秋田市新屋豊町３－５５

018-865-6911

秋田県

株式会社ナイス新屋店

010-1636 秋田県秋田市新屋比内町１７－３

018-828-6911

秋田県

スーパードラッグアサヒ八橋店

011-0904 秋田県秋田市寺内蛭根１－１５－２８

018-863-8144

秋田県

マックスバリュ東北株式会社港北店

011-0941 秋田県秋田市土崎港北７－２－２０

018-880-5711

秋田県

株式会社ナイス土崎店

011-0946 秋田県秋田市土崎港中央４－５－３５

018-857-5211

秋田県

メガ土崎店

011-0951 秋田県秋田市土崎港相染町字沼端７７－１３

0188-80-2115

秋田県

スーパードラッグアサヒ湯沢店

012-0043 秋田県湯沢市万石２４２

0183-78-2280

秋田県

株式会社ツルハ羽後店

012-1100 秋田県雄勝郡羽後町南西馬音内２１３

0183-78-4268

秋田県

株式会社薬王堂羽後店

012-1100 秋田県雄勝郡羽後町南西馬音内２０１

0183-62-5411

秋田県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ西馬音内店

012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内２１３

0183-78-7878

秋田県

株式会社ツルハ横手平和町店

013-0035 秋田県横手市平和町４３８－１

0182-35-2268

秋田県

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ横手店

013-0060 秋田県横手市条里３－２－４

0182-35-4911

秋田県

よねや横手西店

013-0061 秋田県横手市横手町３５－８

0182-35-2200

秋田県

株式会社ツルハ横手西店

013-0061 秋田県横手市横手町三ノ口４－１

0182-35-4268

秋田県

株式会社薬王堂横手町店

013-0061 秋田県横手市横手町字一ノ口５１－１

0182-36-0020

秋田県

株式会社サンドラッグ横手店

013-0063 秋田県横手市婦気大堤字下久保１５

0182-35-4300

秋田県

薬王堂横手八幡店

013-0071 秋田県横手市八幡字上長田２５

0182-23-7831

秋田県

株式会社薬王堂横手平鹿店

013-0105 秋田県横手市平鹿町浅舞字福田２２０－１

0182-24-3999

秋田県

株式会社ツルハ横手大森店

013-0514 秋田県横手市大森町大中島３５５

0182-26-8268

秋田県

よねや富士見町店

014-0011 秋田県大仙市富士見町１０－６０

0187-62-8770

秋田県

クスリのツルハ若竹店

014-0016 秋田県大曲市若竹町５３－３

0187-86-3710

秋田県

株式会社ツルハ大曲福田店

014-0021 秋田県大仙市福田町２２－２３－６

0187-86-3268

秋田県

株式会社薬王堂大曲福田店

014-0021 秋田県大仙市福田町２２－２１－４

0187-63-9600

秋田県

株式会社タカヤナギグランマート中通店

014-0024 秋田県大曲市中通町６－１

0187-62-1030

秋田県

イオン東北大曲店

014-0033 秋田県大仙市和合字坪立１７７

0187-66-3711

秋田県

ガルドドラッグ大曲店

014-0044 秋田県大曲市戸蒔字イカリ２７

0187-86-0314

秋田県

株式会社ツルハ大曲田町店

014-0046 秋田県大仙市大曲田町１－２７

0187-66-0555

秋田県

株式会社ツルハ大曲川目店

014-0066 秋田県大仙市川目字町東７

0187-66-4268

秋田県

株式会社タカヤナギグランマート飯田店

014-0067 秋田県大仙市飯田字堰東１７６－１

0187-62-5997

秋田県

株式会社薬王堂大曲飯田店

014-0067 秋田県大曲市飯田字屋敷通７５－１

0187-62-1733

秋田県

株式会社薬王堂大曲四ツ屋店

014-0103 秋田県大曲市高関上郷不動堂１６７－１

0187-63-7077

秋田県

株式会社タカヤナギワンダーモール菅沢店

014-0314 秋田県仙北郡角館町岩瀬字上菅沢２４８

0187-54-1600

8 / 13 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

秋田県

ツルハドラッグ角館店

014-0369 秋田県仙北市角館町上菅沢４４９－１

0187-49-8390

秋田県

スーパードラッグアサヒ角館店

014-0373 秋田県仙北市角館町岩瀬字下菅沢１７１－１

0187-55-5000

秋田県

株式会社薬王堂大仙高梨店

014-0805 秋田県大仙市高梨字金堀２６７－１

0187-73-7866

秋田県

ガルドドラッグ本庄店

015-0001 秋田県本荘市出戸町東梵天１４４

0184-27-2566

秋田県

ドラッグストアラパス本荘店

015-0001 秋田県本荘市出戸町中梵天１３２

0184-27-1655

秋田県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ本荘店

015-0001 秋田県本荘市出戸町字東梵天２５７

0184-23-3131

秋田県

イオン株式会社スーパーセンター本荘店

015-0011 秋田県本荘市石脇字田中１３８

0184-28-0010

秋田県

マックスバリュ東北株式会社ウエルマート石脇店

015-0011 秋田県本荘市石脇字田尻野４－６２

0184-24-4970

秋田県

ドラッグセイムス本荘大門店

015-0072 秋田県由利本荘市裏尾崎町５０－４

0184-74-3237

秋田県

薬王堂由利本荘裏尾崎店

015-0072 秋田県由利本荘市裏尾崎町７

0184-74-6591

秋田県

株式会社薬王堂由利本荘矢島店

015-0411 秋田県由利本荘市矢島町城内字築舘１５９－１

0184-74-3701

秋田県

マックスバリュ東北株式会社ウエルマート矢島店

015-0417 秋田県由利郡矢島町元町字間木１２３

0184-55-2243

秋田県

株式会社ツルハ矢島店

015-0417 秋田県由利本荘市矢島町元町字谷地１４８

0184-29-5022

秋田県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ本荘中央店

015-0834 秋田県由利本荘市岩渕下１８

0184-28-0009

秋田県

株式会社ツルハ本荘中央店

015-0834 秋田県由利本荘市岩渕下１８

0184-28-4268

秋田県

ナイス本荘インター店

015-0854 秋田県由利本荘市上大野１５７

0184-24-1011

秋田県

株式会社ツルハガルドドラッグ能代店

016-0000 秋田県能代市寺向４８

0185-89-2487

秋田県

ハッピードラッグ能代北店

016-0014 秋田県能代市落合字上前田１６９

0185-74-6527

秋田県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ能代北店

016-0014 秋田県能代市落合字砂田７１－１

0185-89-4115

秋田県

株式会社ツルハ能代北店

016-0014 秋田県能代市落合字上前田１６１

0185-89-8268

秋田県

ツルハドラッグ東能代店

016-0121 秋田県能代市鰄渕字古屋布７７－１

0185-74-7702

秋田県

ハッピードラッグ能代南店

016-0181 秋田県能代市大瀬儘下９－２

0185-89-5900

秋田県

マックスバリュ東北株式会社ザ・ビッグ能代高塙店

016-0184 秋田県能代市高塙１４０－１

0185-86-5200

秋田県

薬王堂能代出戸店

016-0853 秋田県能代市出戸後６－２３

0185-74-6531

秋田県

メガ能代中央店

016-0862 秋田県能代市寿域長根３９－８

0185-89-1660

秋田県

株式会社サンドラッグ能代南店

016-0862 秋田県能代市寿域長根５２－３いとく能代南店内

0185-89-7830

秋田県

株式会社ツルハ能代長崎店

016-0873 秋田県能代市長崎４１

0185-89-5170

秋田県

イオン株式会社スーパーセンター大館店

017-0041 秋田県大館市大田面２３８

0186-44-6800

秋田県

株式会社薬王堂大館店

017-0042 秋田県大館市観音堂４２０

0186-42-3388

秋田県

スーパードラッグアサヒ大館店

017-0043 秋田県大館市有浦２－１－２０

0186-45-1851

秋田県

調剤薬局クスリのツルハ大館中道店

017-0045 秋田県大館市中道２－２－５４

0186-59-5268

秋田県

株式会社サンドラッグ大館東台店

017-0803 秋田県大館市東台２－１－５

0186-44-6200

秋田県

マックスバリュ東北株式会社ザ・ビッグ大館南店

017-0837 秋田県大館市餌釣字前田２００

0186-49-8820

秋田県

株式会社ツルハ大館南店

017-0837 秋田県大館市餌釣字前田１

0186-49-8900

秋田県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ大館西店

017-0864 秋田県大館市根下戸新町１８－８３

0186-49-1001

秋田県

株式会社ツルハガルドドラッグ大館店

017-0871 秋田県大館市片山３－２７－７

0186-44-5116

秋田県

薬王堂にかほ象潟店

018-0114 秋田県にかほ市象潟町沖の田１－１

0184-74-7662

秋田県

株式会社ツルハ仁賀保店

018-0402 秋田県由利郡仁賀保町平沢字上町田１９－９

0184-32-3331

秋田県

薬王堂にかほ平沢店

018-0402 秋田県にかほ市平沢字館ケ森１－８

0184-74-6731

秋田県

株式会社ツルハ潟上昭和店

018-1402 秋田県潟上市昭和乱橋字下畑９８

018-855-5268

秋田県

ドン・キホーテ潟上店

018-1504 秋田県潟上市飯田川飯塚字上堤敷６９－１３

018-854-8611

秋田県

株式会社マツモトキヨシ東日本販売メルシティ潟上店

018-1504 秋田県潟上市飯田川飯塚字上堤敷６９－１メルシティ内

018-854-8025

秋田県

株式会社ツルハ五城目店

018-1725 秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目１－２－３

018-879-8880

秋田県

株式会社ツルハ琴丘店

018-2104 秋田県山本郡三種町鹿渡字西小瀬川１１５７

0185-72-2268

秋田県

株式会社ツルハ八竜店

018-2407 秋田県山本郡三種町浜田字東浜田３３４

0185-72-1268

秋田県

薬王堂秋田八峰店

018-2671 秋田県山本郡八峰町八森湯の尻１７－１

0185-74-5031

秋田県

いとく二ツ井ショッピングセンター

018-3144 秋田県能代市二ツ井町中坪１４－１

0185-73-3113

秋田県

マックスバリュ東北株式会社ザ・ビッグたかのす店

018-3302 秋田県北秋田市栄字中網３１－１

0186-62-5393

秋田県

株式会社サンドラッグ鷹巣店

018-3302 秋田県北秋田市栄字前綱５８－１

0186-60-0061

秋田県

いとく鷹巣南店

018-3323 秋田県北秋田市米代町１６－１

0186-60-1400

秋田県

株式会社ツルハ鷹巣店

018-3331 秋田県北秋田市鷹巣栄中網３１

0186-60-0028

秋田県

株式会社薬王堂北秋田鷹巣店

018-3331 秋田県北秋田市鷹巣字西中岱４６－１

0186-67-6057

秋田県

薬王堂大館田代店

018-3501 秋田県大館市岩瀬字羽貫谷地山下９３－９

0186-59-7217

秋田県

株式会社ツルハ米内沢店

018-4301 秋田県北秋田市米内沢字柳原４－４

0186-72-9268

秋田県

いとく花輪駅前店

018-5201 秋田県鹿角市花輪字下中島９２

0186-22-0011

秋田県

ハッピードラッグ花輪店

018-5201 秋田県鹿角市花輪字上花輪２３７

0186-25-8668

秋田県

株式会社薬王堂鹿角花輪店

018-5201 秋田県鹿角市花輪字鉄砲１８－１

0186-22-4181

秋田県

ハッピードラッグ毛馬内店

018-5334 秋田県鹿角市十和田毛馬内字陣場４２－１

0186-30-3399

秋田県

ハッピードラッグ比内店

018-5701 秋田県大館市比内町扇田字伊勢堂岱１８３－１

0186-59-4719

秋田県

株式会社ツルハ雄勝こまち店

019-0204 秋田県湯沢市横堀字中屋敷７－１

0183-78-6268

秋田県

株式会社薬王堂湯沢雄勝店

019-0205 秋田県湯沢市小野８１

0183-52-3125

秋田県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ十文字南店

019-0506 秋田県横手市十文字町佐賀会字上沖田２８６

0182-55-2226

秋田県

薬王堂十文字梨木店

019-0509 秋田県横手市十文字町梨木字村北７３－１

0182-23-7191

秋田県

イオンスーパーセンター株式会社美郷店

019-1231 秋田県仙北郡美郷町南町字南高野３４

0187-87-8860

秋田県

ツルハドラッグ美郷天神堂店

019-1232 秋田県仙北郡美郷町天神堂字赤城１６７－１

0187-73-7872

秋田県

株式会社薬王堂秋田六郷店

019-1402 秋田県仙北郡美郷町野中字中明子１０６

0187-84-2010

秋田県

株式会社ツルハ美郷店

019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上宿２４０

0187-87-6268

秋田県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ刈和野店

019-2112 秋田県大仙市刈和野字沼田１２－１

0187-87-0660

秋田県

マックスバリュ東北株式会社ウエルマート雄物川店

013-0208 秋田県平鹿郡雄物川町沼舘字佐田２７

0182-22-3211

山形県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ山形駅西口店

990-0000 山形県山形市西土地区画整理事業地９番地１画地

023-647-6577

山形県

株式会社ツルハ山形嶋店

990-0000 山形県山形市島１７

023-682-1266

山形県

株式会社ツルハ山形小白川店

990-0025 山形県山形市あこや町２－１４

023-615-1741

山形県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ東原町店

990-0034 山形県山形市東原町４－１７－７

023-615-4523

山形県

株式会社ツルハ山形東原店

990-0034 山形県山形市東原町１－１１－１７

023-615-2685

山形県

株式会社ヤマザワ山交ビル店

990-0039 山形県山形市香澄町３－２－１

023-626-2211

山形県

株式会社ツルハ山形宮町店

990-0057 山形県山形市宮町４－１４－６

023-615-0788

山形県

クスリのツルハ五十鈴店

990-0061 山形県山形市五十鈴２－１０１－１

023-634-5995

山形県

ツルハドラッグ山辺東店

990-0301 山形県東村山郡山辺町山辺１２５８－２

023-665-4450

山形県

株式会社ヤマザワ中山店

990-0401 山形県東村山郡中山町長崎新町３０３０－１

023-662-3334

山形県

株式会社薬王堂山形中山店

990-0401 山形県東村山郡中山町長崎５９８

023-662-5788

山形県

ツルハドラッグ中山あおば店

990-0411 山形県東村山郡中山町あおば２２－６

023-663-3138

山形県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ高松店

990-0524 山形県寒河江市高松字郷野目２７４

0237-87-1800

山形県

株式会社薬王堂山形西川店

990-0701 山形県西村山郡西川町睦合丙１５６－１

0237-85-1173
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山形県

イオン東北山形北店

990-0810 山形県山形市馬見ケ崎２－１２－１９

023-682-5500

山形県

クスリのツルハ馬見ヶ崎店

990-0810 山形県山形市馬見ヶ崎２－１－２

023-612-0371

山形県

ウエルシア山形桧町店

990-0813 山形県山形市桧町３－８－２７

023-682-9733

山形県

株式会社ヤマザワ北町店

990-0813 山形県山形市桧町４丁目４－２１

023-684-6331

山形県

サンドラッグ山形北町店

990-0821 山形県山形市北町４－９－１３

023-682-5911

山形県

株式会社ヤマザワ薬品城西店

990-0832 山形県山形市城西町４－１９－３

023-646-2001

山形県

ドラッグヤマザワ清住町店

990-0834 山形県山形市清住町１－１－１

023-666-7071

山形県

株式会社ヤマザワ清住町店

990-0834 山形県山形市清住町１－１－１

023-643-8833

山形県

株式会社カワチ薬品山形北店

990-0873 山形県山形市田端８４

023-681-3701

山形県

株式会社ドン・キホーテ山形嶋南店

990-0886 山形県山形市嶋南３－１６－１３

023-682-8611

山形県

ドラッグストアポテト東青田店

990-0923 山形県山形市東青田４－１－３４

023-634-0990

山形県

株式会社ヤマザワ松見町店

990-0931 山形県山形市松見町２１－１０

023-631-1661

山形県

株式会社ヤマザワ薬品松見町店

990-0931 山形県山形市松見町２１－１０

023-631-1665

山形県

株式会社ヤマザワ薬品白山店

990-0946 山形県山形市白山２－１－２８

023-624-9200

山形県

株式会社カワチ薬品山形南店

990-0953 山形県山形市若宮５７－１

023-646-7055

山形県

株式会社ツルハ上町店

990-0983 山形県山形市上町５－９－３

023-643-0909

山形県

株式会社薬王堂山形朝日店

990-1441 山形県西村山郡朝日町新宿１００３－１

0237-67-7337

山形県

株式会社ヤマザワ漆山店

990-2161 山形県山形市漆山２５７０－１

023-681-8441

山形県

株式会社ヤマザワ蔵王駅前店

990-2313 山形県山形市松原字下川原３０６－１

023-688-5511

山形県

株式会社ヤマザワ成沢店

990-2334 山形県山形市成沢工地区画整理事業地内

023-689-0188

山形県

クスリのツルハ成沢店

990-2337 山形県山形市蔵王西成沢２０２

023-689-0166

山形県

ドラッグヤマザワ成沢店

990-2337 山形県山形市蔵王西成沢２１

023-689-0280

山形県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ青田店

990-2435 山形県山形市青田４－６３４－１

023-609-0200

山形県

株式会社サンドラッグ南二番町店

990-2442 山形県山形市南二番町５－５

023-615-7581

山形県

株式会社ツルハ山形吉原店

990-2451 山形県山形市吉原２－１０－１０

023-647-7885

山形県

イオン東北山形南店

990-2453 山形県山形市若宮３－７－８

023-647-2221

山形県

ウエルシア山形南館店

990-2461 山形県山形市南館３－１－３３

023-647-1071

山形県

株式会社ツルハ山形深町店

990-2462 山形県山形市深町１－３－１

023-647-6268

山形県

株式会社ヤマザワ富の中店

990-2463 山形県山形市富の中４－４－３３

023-645-2611

山形県

株式会社ツルハ山形鉄砲町店

990-2492 山形県山形市鉄砲町１－１４－９

023-615-7177

山形県

薬王堂寒河江西根店

991-0003 山形県寒河江市西根字石川西２６７－１

0237-84-6430

山形県

株式会社ツルハ寒河江中央店

991-0021 山形県寒河江市中央２－３－２

0237-83-1268

山形県

株式会社ヤマザワ薬品寒河江店

991-0021 山形県寒河江市中央１－７

0237-77-5122

山形県

ウエルシア寒河江南町店

991-0032 山形県寒河江市南町３－２－８

0237-77-7200

山形県

ウエルシア寒河江栄町店

991-0034 山形県寒河江市栄町９－３６

0237-77-8801

山形県

ツルハドラッグ寒河江東店

991-0041 山形県寒河江市寒河江字横道１２１－１

0237-84-0086

山形県

株式会社ツルハ寒河江西店

991-0041 山形県寒河江市寒河江字塩水７１

0237-83-0140

山形県

薬王堂寒河江島店

991-0043 山形県寒河江市島字島南８００－１

0237-84-0316

山形県

ドラッグヤマザワ米沢中田店

992-0011 山形県米沢市中田町字街道西中９１８－１

023-836-1236

山形県

株式会社ヤマザワ米沢中田町店

992-0011 山形県米沢市中田町９９０

0238-36-1911

山形県

クスリのアオキ金池店

992-0012 山形県米沢市金池６－４－４２

0238-27-7387

山形県

株式会社ツルハガルドドラッグ金池店

992-0012 山形県米沢市金池５－８－１８

0238-26-7551

山形県

株式会社東北セイムスドラッグセイムス米沢金池店

992-0012 山形県米沢市金池２－６－１３

0238-40-0611

山形県

ドラッグヤマザワ花沢町店

992-0022 山形県米沢市花沢町２７０９－２

0238-40-1288

山形県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ米沢駅前店

992-0023 山形県米沢市下花沢２－５－６０

0238-33-7890

山形県

株式会社ツルハ米沢花沢店

992-0023 山形県米沢市下花沢２－５－４１

0238-26-1815

山形県

株式会社薬王堂米沢東店

992-0026 山形県米沢市東２－８－２３

0238-40-1316

山形県

ウエルシア米沢本町店

992-0037 山形県米沢市本町２－４－３７

0238-26-3505

山形県

ドラッグセイムス米沢本町店

992-0037 山形県米沢市本町２－７－２７

0238-27-7808

山形県

株式会社ツルハ米沢門東店

992-0039 山形県米沢市門東町２－４－４３

0238-26-1668

山形県

ドラッグセイムス米沢春日店

992-0044 山形県米沢市春日５－２－３２

0238-49-8611

山形県

ウエルシア米沢中央５丁目店

992-0045 山形県米沢市中央５－２－５０

0238-26-8052

山形県

株式会社ツルハ米沢御廟店

992-0055 山形県米沢市御廟２－３－４６

0238-37-8268

山形県

株式会社ヤマザワ薬品堀川店

992-0061 山形県米沢市堀川町２３０９－１

0238-24-2030

山形県

株式会社薬王堂米沢泉町店

992-0063 山形県米沢市泉町２－２－２３

0238-49-7066

山形県

株式会社ヤマザワ薬品高畠店

992-0351 山形県東置賜郡高畠町高畠字渋作２８７

0238-52-5230

山形県

株式会社薬王堂山形高畠店

992-0351 山形県東置賜郡高畠町高畠字仲江５４７

0238-51-1168

山形県

株式会社ツルハガルドドラック南陽店

992-0472 山形県南陽市宮内八幡田１－５９１－１

0238-59-4031

山形県

株式会社ヤマザワ宮内店

992-0472 山形県南陽市宮内２４５３－２

0238-45-2111

山形県

マックスバリュ東北株式会社ウエルマート白鷹店

992-0832 山形県西置賜郡白鷹町荒砥乙５３５－１

0238-85-1825

山形県

株式会社ツルハ白鷹店

992-0832 山形県西置賜郡白鷹町荒砥乙字田中道３９４

0238-86-1166

山形県

株式会社薬王堂山形白鷹店

992-0832 山形県西置賜郡白鷹町荒砥乙７３８－１１

0238-85-5655

山形県

株式会社ヤマザワ長井店

993-0013 山形県長井市館町南１１－３

0238-83-3331

山形県

クスリのツルハ長井店

993-0014 山形県長井市小出３７３６－２

0238-83-3081

山形県

株式会社薬王堂長井九野本店

993-0041 山形県長井市九野本４３９－１

0238-88-7752

山形県

株式会社ヤマザワ天童西店

994-0000 山形県天童市南小畑２６－３

023-651-1112

山形県

株式会社ヤマザワ天童北店

994-0002 山形県天童市乱川４－１－１

023-658-7211

山形県

株式会社ツルハ天童久野本店

994-0011 山形県天童市北久野本１－７－２４

023-652-2268

山形県

株式会社ツルハ天童東本町店

994-0026 山形県天童市東本町１－３－１０

023-652-9268

山形県

株式会社ヤマザワ天童中央店

994-0026 山形県天童市東本町１－１６－２９

023-654-2111

山形県

株式会社ツルハ天童芳賀西店

994-0042 山形県天童市北目２１２７芳賀２７街区１

023-652-0288

山形県

株式会社薬王堂天童一日町店

994-0044 山形県天童市一日町４－２－３

023-616-3501

山形県

株式会社ヤマザワ長岡店

994-0064 山形県天童市中里７丁目４－２２

023-655-4427

山形県

イオン東北イオンスタイル天童店

994-0082 山形県天童市芳賀タウン北４－１－１

023-652-0277

山形県

ヤマザワ村山駅西店

995-0025 山形県村山市楯岡８０５１－１

0237-53-0722

山形県

株式会社ツルハ村山西店

995-0041 山形県村山市河島１６３－１

0237-52-5268

山形県

ドラッグストアラパス新庄店

996-0001 山形県新庄市五日町字宮内２３９

0233-28-9266

山形県

株式会社ツルハ新庄北店

996-0001 山形県新庄市五日町字清水川１２９１－２外

0233-28-8028

山形県

株式会社マツモトキヨシ東日本販売アクロスプラザ新庄店

996-0001 山形県新庄市五日町字清水川１２８６－４

0233-28-0204

山形県

株式会社ヤマザワ新庄宮内店

996-0001 山形県新庄市五日町字宮内２７２－１

0233-28-2611

山形県

株式会社ヤマザワ新庄店

996-0002 山形県新庄市金沢２０３３－４

0233-22-7711

山形県

株式会社ツルハ新庄千門町店

996-0079 山形県新庄市千門町３－２４

0233-28-0218

山形県

ツルハドラッグ新庄桧町店

996-0088 山形県新庄市桧町９－８

0233-29-7257
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山形県

調剤薬局ガルドドラッグ鶴岡西店

997-0000 山形県鶴岡市西部土地区画整備事業地内１街区の１１外

0235-28-1661

山形県

株式会社ツルハ鶴岡東店

997-0017 山形県鶴岡市大宝寺２－３

0235-29-0288

山形県

ドラッグヤマザワ鶴岡茅原店

997-0019 山形県鶴岡市茅原字草見鶴３３－３

0235-29-4650

山形県

ウエルシア鶴岡日出店

997-0025 山形県鶴岡市日出１－２８－１３

0235-28-1921

山形県

株式会社ツルハ鶴岡新斎店

997-0045 山形県鶴岡市西新斎町１－６

0235-29-4770

山形県

株式会社薬王堂鶴岡羽黒店

997-0163 山形県鶴岡市羽黒町狩谷野目字南川原４５６

0235-62-4811

山形県

ドラッグストアラパス鶴岡南店

997-0808 山形県鶴岡市苗津縄田８５－１

023-529-5933

山形県

株式会社東北セイムスドラッグセイムス鶴岡ミーナ店

997-0813 山形県鶴岡市千石町３－２８

0235-64-0715

山形県

株式会社ツルハ鶴岡南店

997-0816 山形県鶴岡市文園町５－６

0235-29-1157

山形県

薬王堂鶴岡日枝店

997-0824 山形県鶴岡市日枝字鳥居上５７－１

0235-35-1772

山形県

ウエルシア鶴岡砂田町店

997-0839 山形県鶴岡市砂田町６－４０

0235-28-0182

山形県

株式会社東北セイムスドラッグセイムス鶴岡大山店

997-1122 山形県鶴岡市友江字川向２９６－３

0235-64-8773

山形県

株式会社ツルハ三川店

997-1300 山形県東田川郡三川町大堰端３４５

0235-68-2521

山形県

ツルハドラッグ三川南店

997-1301 山形県東田川郡三川町横山字横山４０

0235-26-0955

山形県

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテルパーク三川店

997-1316 山形県東田川郡三川町猪子字大堰端３１８－１

0235-68-0511

山形県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ酒田北店

998-0003 山形県酒田市酒井新田字一番割１－７

0234-33-0033

山形県

ツルハドラッグ酒田上安町店

998-0011 山形県酒田市上安町３－７－１７

0234-31-7433

山形県

株式会社ヤマザワ旭新町店

998-0021 山形県酒田市旭新町１６－１

0234-23-2288

山形県

株式会社薬王堂酒田旭新町店

998-0021 山形県酒田市旭新町１７－１７

0234-31-8102

山形県

株式会社ツルハ酒田宮野浦店

998-0052 山形県酒田市緑ケ丘１－１－１３

0234-41-2268

山形県

株式会社ツルハ酒田光ケ丘店

998-0061 山形県酒田市光ケ丘２－２－３３

0234-35-1268

山形県

株式会社ツルハ酒田平田店

998-0281 山形県酒田市飛島字大林１４６－１

0234-61-7268

山形県

株式会社ヤマザワ山居町店

998-0838 山形県酒田市山居町２－５－１

0234-21-2211

山形県

ウエルシア酒田亀ケ崎店

998-0842 山形県酒田市亀ケ崎３－１９－１０

0234-21-2260

山形県

クスリのツルハ瑞穂店

998-0842 山形県酒田市亀ケ崎３丁目

0234-25-7270

山形県

株式会社ツルハ酒田曙町店

998-0862 山形県酒田市曙町２－１７－１

0234-21-2268

山形県

クスリのツルハ川西店

999-0121 山形県東置賜郡川西町上小松字南美女木１２１６－１

0238-46-5250

山形県

株式会社ヤマザワ川西店

999-0121 山形県東置賜郡川西町上小松１１４３－１

0238-42-3833

山形県

株式会社薬王堂山形川西店

999-0122 山形県東置賜郡川西町中小松２５０４－１

0238-46-2150

山形県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ南陽店

999-2211 山形県南陽市赤湯２８８５

0238-33-6789

山形県

株式会社ツルハ南陽東店

999-2211 山形県南陽市赤湯字川尻３０５７－１

0238-50-1320

山形県

株式会社薬王堂南陽赤湯店

999-2211 山形県南陽市赤湯字川尻３０４４－１

0238-40-1037

山形県

株式会社ツルハ南陽三間通店

999-2232 山形県南陽市三間通字成梨１２５８－１

0238-50-2118

山形県

株式会社ヤマザワ南陽店

999-2241 山形県南陽市郡山５７８

0238-50-1122

山形県

株式会社ヤマザワ薬品南陽店

999-2241 山形県南陽市郡山５７８

0238-43-6337

山形県

株式会社薬王堂山形南陽店

999-2261 山形県南陽市蒲生田１４８６－１

0238-40-1556

山形県

株式会社ツルハ上山四ツ谷店

999-3162 山形県上山市四ツ谷１－１－５

023-695-6268

山形県

ツルハドラッグ上山店

999-3232 山形県上山市長清水１－２－１６

023-677-1580

山形県

株式会社ツルハ河北店

999-3500 山形県西村山郡河北町ひな市通り東土地区画整理事業地

0237-71-1577

山形県

株式会社ヤマザワ谷地店

999-3511 山形県西村山郡河北町谷地字砂田６８－１

0237-73-4521

山形県

ウエルシア山形河北店

999-3512 山形県西村山郡河北町谷地中央４－８－６

0237-71-0787

山形県

クスリのツルハ東根店

999-3702 山形県東根市温泉町３－３－６

0237-36-0082

山形県

株式会社薬王堂山形東根店

999-3711 山形県東根市中央１－９－２５

0237-42-0014

山形県

株式会社ツルハ東根中央店

999-3717 山形県東根市一本木土地区整理地区内３３街区２－３

0237-41-2210

山形県

イオン東北東根店

999-3720 山形県東根市さくらんぼ駅前３－７－１５

0237-43-8700

山形県

株式会社カワチ薬品東根店

999-3730 山形県東根市中央南２－１－２７

0237-42-4511

山形県

ドラッグヤマザワ神町店

999-3737 山形県東根市若木５８８０－２

0237-53-0870

山形県

株式会社ヤマザワ神町店

999-3737 山形県東根市若木５８８０－２

0237-47-4911

山形県

ツルハドラッグ東根神町西店

999-3766 山形県東根市神町西５－２－５６

0237-48-8420

山形県

株式会社ツルハ尾花沢店

999-4221 山形県尾花沢市尾花沢字下新田１７３３－３

0237-24-1377

山形県

株式会社ヤマザワ尾花沢店

999-4221 山形県尾花沢市尾花沢下新田１４０３－５

0237-24-1611

山形県

株式会社ツルハ尾花沢新町店

999-4224 山形県尾花沢市新町１－６－３０

0237-24-1268

山形県

薬王堂新庄泉田店

999-5103 山形県新庄市泉田字往還東３８－１

0233-25-8333

山形県

株式会社薬王堂山形真室川店

999-5312 山形県最上郡真室川町新町４０８－１

0233-62-2099

山形県

マックスバリュ東北株式会社ウエルマート新最上店

999-6101 山形県最上郡最上町向町字村尻２８６－５

0233-43-2144

山形県

株式会社ツルハ鶴岡あつみ店

999-7126 山形県鶴岡市鼠ケ関字奥田１５

0235-48-4551

山形県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ藤島店

999-7601 山形県東田川郡藤島町藤島５－１－１

0235-64-2992

山形県

マックスバリュ東北株式会社マックスバリュ余目店

999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字滑石５７－１

0234-45-1265

山形県

株式会社ツルハガルドドラッグ余目店

999-7781 山形県東田川郡余目町余目字滑石５９－１

0234-45-0388

山形県

株式会社薬王堂山形余目店

999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字滑石４８－１

0234-31-8272

山形県

株式会社薬王堂酒田八幡店

999-8233 山形県酒田市法連寺字村前８６－４

0234-64-3454

山形県

薬王堂山形遊佐店

999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字京田６９－１

0234-31-7447

福島県

ドラッグてらしま福島鎌田店

960-0102 福島県福島市鎌田西５－１

024-554-5238

福島県

ドン・キホーテ福島店

960-0102 福島県福島市鎌田字舟戸前１４－１

024-552-1011

福島県

株式会社ツルハ福島丸子店

960-0111 福島県福島市丸子字富塚３－１

024-552-6077

福島県

イオン東北福島店

960-0112 福島県福島市南矢野目字西荒田５０－１７

024-558-3000

福島県

株式会社カワチ薬品笹谷店

960-0241 福島県福島市笹谷字中谷地１１－１

024-557-5180

福島県

株式会社ハシドラッグ信陵店

960-0241 福島県福島市笹谷字出水頭１－２

024-555-1184

福島県

株式会社ハシドラッグ北店

960-0241 福島県福島市笹谷片目清水１１－３

024-555-3838

福島県

生協コープふくしまコープマート保原店

960-0622 福島県伊達市保原町市柳町２４

024-576-3641

福島県

ウエルシア福島大森店

960-1101 福島県福島市大森堂ノ裏６２

024-544-6620

福島県

薬王堂福島大森店

960-1101 福島県福島市大森字本町裏５０

024-563-7311

福島県

薬王堂福島松川店

960-1241 福島県福島市松川町字本町１１１－１

024-563-5821

福島県

ハシドラッグ川俣店

960-1406 福島県伊達郡川俣町鶴沢字社前８７

024-563-5374

福島県

株式会社ツルハ川俣店

960-1406 福島県伊達郡川俣町鶴沢字鶴東６８

024-538-2332

福島県

薬王堂福島川俣店

960-1406 福島県伊達郡川俣町鶴沢字堂ノ窪２２－１

024-529-6891

福島県

ツルハドラッグ川俣中央店

960-1427 福島県伊達郡川俣町段ノ腰１８

024-563-4122

福島県

カワチ薬品福島さくら店

960-2101 福島県福島市さくら３－７－４

024-593-6610

福島県

株式会社ハシドラッグ荒井店

960-2102 福島県福島市荒井北３－１２－５

024-594-2858

福島県

株式会社ダイユーエイト福島上名倉物流センター

960-2156 福島県福島市荒井字上川原田１－２

024-594-1551

福島県

株式会社サンドラッグ泉店

960-8003 福島県福島市森合字清水７コープ泉店内

024-555-0432

福島県

コクミンドラッグ福島駅店

960-8031 福島県福島市栄町１－１福島駅西口

024-531-9301

福島県

クスリのアオキ福島野田店

960-8055 福島県福島市野田町４－１１－３

024-572-6067
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福島県

株式会社ツルハ野田店

960-8055 福島県福島市野田町４－３３７－２

024-525-0121

福島県

株式会社ツルハ野田西店

960-8055 福島県福島市野田町７－３－８

024-525-3030

福島県

株式会社ハシドラッグ西店

960-8055 福島県福島市野田町字道端７９

024-557-5464

福島県

ウエルシア福島八島田店

960-8056 福島県福島市八島田字中干損田８－１

024-555-6033

福島県

株式会社ハシドラッグ福島中央店

960-8074 福島県福島市西中央２－８

024-525-2778

福島県

ドラッグストアマツモトキヨシ福島入江町店

960-8117 福島県福島市入江町１１－３８

024-573-8695

福島県

株式会社ハシドラッグ腰浜町店

960-8135 福島県福島市腰浜町１４－４

024-536-9300

福島県

株式会社ハシドラッグ南福島店

960-8151 福島県福島市太平寺児子塚５２－１

024-544-1284

福島県

株式会社薬王堂福島太平寺店

960-8151 福島県福島市太平寺字古内３４－１

024-563-3277

福島県

ハシドラッグ鳥谷野店

960-8152 福島県福島市鳥谷野字芝切１８

024-529-6851

福島県

株式会社マツモトキヨシ福島南店

960-8153 福島県福島市黒岩字浜井場３２

024-544-7180

福島県

株式会社サンドラッグ方木田店

960-8163 福島県福島市方木田字北島２０－１

024-544-0151

福島県

株式会社ハシドラッグ八木田店

960-8164 福島県福島市八木田字並柳１６１－２

024-546-2565

福島県

株式会社カワチ薬品福島東店

960-8218 福島県福島市高野河原下１６－２

024-531-1145

福島県

株式会社カワチ薬品福島西店

960-8253 福島県福島市泉字下鎌２９－１

024-559-3511

福島県

株式会社マツモトキヨシ福島西店

960-8254 福島県福島市南沢又字中琵琶渕２７

024-555-6683

福島県

ツルハドラッグ白河結城店

961-0041 福島県白河市結城４４

0248-21-9016

福島県

株式会社ツルハ白河表郷店

961-0416 福島県白河市表郷金山字前沢田３

0248-33-1268

福島県

株式会社マツモトキヨシメガステージ白河店

961-0853 福島県白河市新高山８

0248-23-9255

福島県

薬王堂白河高山店

961-0854 福島県白河市高山１６７－１

0248-21-6861

福島県

株式会社ベイシア白川モール店

961-0856 福島県白河市新白河字老久保２８

0248-27-4411

福島県

株式会社サンドラッグ白河横町店

961-0907 福島県白河市横町９８－１ヨークベニマル白河横町店内

0248-31-2711

福島県

株式会社ツルハ白河西店

961-0985 福島県白河市和尚壇２－４５

0248-21-0268

福島県

ウエルシア西白河西郷店

961-8031 福島県西白河郡西郷村米字中山前８４－１０

0248-21-2564

福島県

薬王堂福島西郷店

961-8031 福島県西白河郡西郷村米字西原２８－２

0248-21-7136

福島県

イオン東北白河西郷店

961-8061 福島県西白河郡西郷村小田倉字岩下１１－１

0248-31-2451

福島県

株式会社ツルハ西郷店

961-8091 福島県西白河郡西郷村熊倉字折口原２５４－１

0248-48-0268

福島県

株式会社サンドラッグ須賀川森宿店

962-0001 福島県須賀川市森宿字北向８８

0248-63-7275

福島県

ドン・キホーテ須賀川店

962-0006 福島県須賀川市山寺道７６

0248-63-7411

福島県

株式会社ツルハ須賀川長沼店

962-0201 福島県須賀川市志茂字六角６５

0248-77-1168

福島県

株式会社ツルハ須賀川店

962-0803 福島県須賀川市古河８１

0248-63-7570

福島県

株式会社カワチ薬品須賀川東店

962-0817 福島県須賀川市南上町２３８－１

0248-72-8812

福島県

株式会社サンドラッグ須賀川店

962-0837 福島県須賀川市高久田境９５－１

0248-63-9371

福島県

株式会社ツルハ須賀川南店

962-0837 福島県須賀川市高久田境１３２－６

0248-63-1268

福島県

有限会社山口くすりの勉強堂

962-0842 福島県須賀川市宮先町２８

0248-94-8718

福島県

株式会社ツルハ郡山安積店

963-0107 福島県郡山市安積４－２０３

024-937-0338

福島県

株式会社ツルハ郡山荒井店

963-0111 福島県郡山市安積町荒井字北田３０－１

024-945-0268

福島県

株式会社ナカヤトライアル郡山安積バイパス店

963-0111 福島県郡山市安積町荒井字大久保４８－１

024-937-1315

福島県

ドラッグストアポピー大槻店

963-0201 福島県郡山市大槻町池上西４－２

024-961-6991

福島県

株式会社カワチ薬品大槻店

963-0201 福島県郡山市大槻町１６

024-966-2220

福島県

薬王堂郡山堤店

963-0201 福島県郡山市大槻町字堤西２４－１

024-983-8662

福島県

株式会社ツルハ郡山堤店

963-0205 福島県郡山市堤１－２６

024-962-4868

福島県

株式会社マツモトキヨシ東日本販売郡山堤店

963-0205 福島県郡山市堤３－６

024-962-7233

福島県

株式会社ツルハ郡山片平店

963-0216 福島県郡山市中ノ目１－１７

024-962-9268

福島県

ジョイフル山新郡山日和田店

963-0534 福島県郡山市日和田町字前田５５

024-958-6500

福島県

株式会社トライアルカンパニートライアル喜久田店

963-0541 福島県郡山市喜久田町堀之内２－９

024-963-0074

福島県

株式会社マツモトキヨシ八山田ショッピングプラザ

963-0551 福島県郡山市喜久田町四十坦１２－１３

024-934-8900

福島県

株式会社ツルハ郡山金屋店

963-0725 福島県郡山市田村町金屋字マセ口２１

024-941-1268

福島県

株式会社ツルハ郡山守山店

963-1155 福島県郡山市田村町守山字御殿河原１１７－１

024-965-0268

福島県

ドラッグてらしま小野店

963-3401 福島県田村郡小野町小野新町品の木１－１

0247-71-1416

福島県

薬王堂福島小野店

963-3401 福島県田村郡小野町小野新町字中通９０

0247-61-7251

福島県

ツルハドラッグ田村大越店

963-4112 福島県田村市大越町下大越字中田３８－１

0247-61-7710

福島県

ドラッグてらしま船引店

963-4312 福島県田村郡船引町船引宮ノ前８１

0247-81-1074

福島県

株式会社サンドラッグ田村店

963-4312 福島県田村市船引町船引字源次郎１１９－４

0247-81-1561

福島県

株式会社ツルハ船引店

963-4312 福島県田村市船引町船引字川代７８

0247-81-1288

福島県

株式会社ハシドラッグ船引店

963-4312 福島県田村市船引町東部台４－３４

0247-81-2384

福島県

薬王堂田村船引店

963-4312 福島県田村市船引町船引８８－３

0247-61-5221

福島県

ツルハドラッグ田村常葉店

963-4602 福島県田村市常葉町常葉字平舘３１

0247-61-5198

福島県

ツルハドラッグ矢祭店

963-5119 福島県東白川郡矢祭町小田川字恩岩３６－１

0247-57-5900

福島県

株式会社ツルハ塙店

963-5405 福島県東白川郡塙町塙字大町１－１３

0247-44-0268

福島県

ドラッグてらしま棚倉店

963-5663 福島県東白川郡棚倉町流字餅田１９

0247-23-1288

福島県

株式会社ツルハ棚倉店

963-5663 福島県東白川郡棚倉町流字桜下２－１外

0247-23-0770

福島県

株式会社ツルハ浅川店

963-6204 福島県石川郡浅川町浅川字月斉陣場１－３

0247-38-1268

福島県

株式会社ツルハ石川店

963-7808 福島県石川郡石川町双里字宮前４６－１

0247-56-3443

福島県

株式会社マツモトキヨシメガステージ石川店

963-7846 福島県石川郡石川町長久保２３

0247-26-1060

福島県

株式会社マツモトキヨシエスパル郡山店

963-8003 福島県郡山市燧田１９５

024-935-1021

福島県

ツルハドラッグ郡山朝日

963-8024 福島県郡山市朝日３－７－２５

024-953-7268

福島県

ドラッグてらしま郡山桑野店

963-8025 福島県郡山市桑野４－６－２

024-925-6838

福島県

株式会社カワチ薬品桑野店

963-8025 福島県郡山市桑野１－６－１０

024-934-2480

福島県

サンドラッグ郡山並木店

963-8026 福島県郡山市並木３－２－１７

024-954-9233

福島県

株式会社ツルハ八山田店

963-8041 福島県郡山市富田町東土地区画整理１４街区１

024-991-8825

福島県

株式会社ツルハ希望ケ丘店

963-8041 福島県郡山市富田町字大徳南６－１０

024-962-4550

福島県

ウエルシア郡山富田店

963-8043 福島県郡山市名郷田２－４８

024-936-4051

福島県

ドラッグストアポピー富久山店

963-8051 福島県郡山市富久山町八山田５－３８４

024-932-6955

福島県

株式会社コメリ郡山流通センター納品口Ｅ

963-8061 福島県郡山市富久山町福原字本町３－１

024-991-5507

福島県

株式会社ツルハ富久山福原店

963-8061 福島県郡山市富久山町福原字陣場１９３－２

024-995-3021

福島県

株式会社ツルハ郡山久保田店

963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字大久保７８－１

024-925-2829

福島県

株式会社ヨークベニマル富久山店

963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字上野１３６－１

024-923-6581

福島県

株式会社ツルハ福島平田店

963-8202 福島県石川郡平田村上蓬田字馬道２３－１

0247-25-1268

福島県

ウエルシア郡山駅東口店

963-8802 福島県郡山市谷島町６－１８

024-941-2610

福島県

ドラッグてらしま郡山小原田店

963-8835 福島県郡山市小原田３－３－１４

024-956-3308

福島県

株式会社カワチ薬品城清水店

963-8842 福島県郡山市城清水１８

024-933-0622

福島県

ウエルシア郡山開成店

963-8851 福島県郡山市開成６－１４９－１

024-927-5837
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福島県

株式会社ツルハ郡山菜根店

963-8863 福島県郡山市菜根屋敷４１７

024-927-0570

福島県

株式会社サンドラッグ郡山堤下店

963-8878 福島県郡山市堤下町１－７５

024-991-6411

福島県

ライオンドラッグ二本松店

964-0906 福島県二本松市若宮２－１５２－１

024-362-1311

福島県

株式会社ツルハ二本松店

964-0906 福島県二本松市若宮２－９５－２

0243-62-1377

福島県

薬王堂二本松本町店

964-0917 福島県二本松市本町１－２１２－４

0243-24-5631

福島県

クスリのアオキ白虎町店

965-0000 福島県会津若松市会津都市計画事業扇町土地区画整理事業５－１９街区６

0242-36-7582

福島県

株式会社ツルハ会津滝沢店

965-0015 福島県会津若松市北滝沢２－３３

0242-22-7676

福島県

株式会社カワチ薬品会津若松中央店

965-0037 福島県会津若松市中央２－３－７

0242-32-2631

福島県

株式会社ツルハ会津七日町店

965-0044 福島県会津若松市七日町４０４

0242-37-7525

福島県

株式会社カワチ薬品会津アピオ店

965-0052 福島県会津若松市町北町始字宮前１０－１

0242-24-5270

福島県

株式会社サンドラッグ会津若松アピオ店

965-0059 福島県会津若松市インター西１１６リオンドールアピオ店内

0242-37-7725

福島県

株式会社ツルハ会津南町店

965-0808 福島県会津若松市南町６５－１

0242-36-5775

福島県

株式会社カワチ薬品会津若松店

965-0846 福島県会津若松市門田町飯寺字村東８５８

0242-26-0111

福島県

株式会社ツルハ喜多方南店

966-0015 福島県喜多方市関柴町上高額字前田１７５０

0241-21-8268

福島県

ツルハドラッグ喜多方上江店

966-0043 福島県喜多方市上江３６４７－４

0241-23-6950

福島県

ウエルシア喜多方常盤台店

966-0801 福島県喜多方市常盤台４６－１

0241-21-1050

福島県

株式会社ツルハ南会津店

967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字谷地甲５５－１１

0241-63-6268

福島県

株式会社ツルハ福島泉崎店

969-0101 福島県西白河郡泉崎村泉崎字八丸１６５－１

0248-54-1268

福島県

株式会社カワチ薬品矢吹店

969-0222 福島県西白河郡矢吹町八幡町４３４－１

0248-44-5101

福島県

株式会社ツルハ矢吹店

969-0236 福島県西白河郡矢吹町中畑新田字八幡町４２２

0248-41-2772

福島県

株式会社サンドラッグ本宮店

969-1101 福島県安達郡本宮町高木字平内７４－１

0243-63-1622

福島県

株式会社ツルハ本宮店

969-1104 福島県安達郡本宮町荒井字久保田１３２－８－２

0243-63-5380

福島県

ウエルシア福島本宮店

969-1128 福島県本宮市本宮舘町１９４

0243-63-1620

福島県

株式会社ハシドラッグ安達店

969-1404 福島県二本松市油井字腰巻７

0243-61-3115

福島県

株式会社ベイシア安達店

969-1404 福島県安達郡安達町油井福岡１４０

0243-62-0255

福島県

ウエルシア伊達国見店

969-1761 福島県伊達郡国見町藤田字中沢一１０－１

024-529-2105

福島県

株式会社サンドラッグ猪苗代店

969-3121 福島県耶麻郡猪苗代町芦原９７

0242-72-0211

福島県

株式会社ツルハ猪苗代店

969-3121 福島県耶麻郡猪苗代町梨木西７８

0242-72-0826

福島県

株式会社ツルハ会津河東店

969-3441 福島県会津若松市河東町南高野字向原１２－１

0242-76-1268

福島県

株式会社ツルハ喜多方塩川店

969-3512 福島県喜多方市塩川町東栄町５－６－３

0241-28-1268

福島県

ウエルシア西会津店

969-4406 福島県耶麻郡西会津町野沢字原町６１１

0241-48-1621

福島県

株式会社ツルハ南会津下郷店

969-5332 福島県南会津郡下郷町中妻字大百刈９５

0241-69-1268

福島県

株式会社ツルハ会津坂下店

969-6551 福島県河沼郡会津坂下町舘ノ下１２７

0242-84-2388

福島県

株式会社ツルハ会津坂下インター店

969-6586 福島県河沼郡会津坂下町坂本字下新田丁３１７

0242-84-1268

福島県

クスリのアオキ好間店

970-1151 福島県いわき市好間町下好間字鬼越７４

0246-85-5835

福島県

株式会社ツルハいわき好間店

970-1151 福島県いわき市好間町下好間字鬼越１３１

0246-47-0757

福島県

株式会社ツルハ平窪店

970-8006 福島県いわき市平下平窪山土内町１－１

0246-35-0665

福島県

株式会社ツルハ神谷店

970-8022 福島県いわき市平塩字出口４１－１

0246-35-7731

福島県

株式会社ツルハいわき童子町店

970-8026 福島県いわき市平字童子町３－１４

0246-35-6286

福島県

株式会社カワチ薬品上荒川店

970-8034 福島県いわき市平上荒川字堀ノ内１

0246-24-0856

福島県

株式会社ツルハ上荒川店

970-8034 福島県いわき市平上荒川字桜町４－１８

0246-46-1136

福島県

株式会社ツルハいわきニュータウン店

970-8044 福島県いわき市中央台飯野４－１

0246-46-0236

福島県

株式会社長崎屋メガドンキホーテラパークいわき店

970-8044 福島県いわき市中央台飯野４－１

0246-29-2111

福島県

イオン東北イオンスタイルいわき小名浜店

971-8101 福島県いわき市小名浜字辰巳町７９

0246-73-7210

福島県

クスリのアオキ小名浜リスポ店

971-8101 福島県いわき市小名浜字蛭川南５－６

0246-84-6271

福島県

株式会社ツルハ小名浜大原店

971-8111 福島県いわき市小名浜大原字東田９６

0246-73-1128

福島県

ツルハドラッグいわき鹿島ショッピングセンター店

971-8133 福島県いわき市鹿島町米田字手倉７－２鹿島ショッピングセンターエブリアノース内

0246-46-2268

福島県

株式会社ツルハ小名浜店

971-8151 福島県いわき市小名浜岡小名１９－１

0246-73-0440

福島県

株式会社カワチ薬品泉店

971-8182 福島県いわき市泉町滝尻１１

0246-96-5511

福島県

株式会社ツルハいわき泉店

971-8182 福島県いわき市泉町滝尻字御前田４６

0246-75-2680

福島県

ドラッグストアマツモトキヨシいわき泉町店

971-8183 福島県いわき市泉町下川字薬師前１１３－１

0246-75-1017

福島県

株式会社ツルハいわき湯本店

972-8311 福島県いわき市常磐水野谷町諏訪ヶ崎５－１

0246-72-2855

福島県

ツルハドラッグいわき下湯長谷店

972-8317 福島県いわき市常磐下湯長谷町シザ７１

0246-38-6152

福島県

株式会社サンドラッグ植田店

974-8223 福島県いわき市佐糠町八反田９１－１

0246-77-2531

福島県

ジョイフル山新錦店

974-8232 福島県いわき市錦町鬼越下２９－１

0246-62-8800

福島県

株式会社ヨークベニマル勿来江栗店

974-8232 福島県いわき市錦町江栗大町１８

0246-77-0950

福島県

株式会社ツルハ原町西店

975-0015 福島県南相馬市原町区国見町２－１２０－１

0244-25-4268

福島県

ツルハドラッグ原町牛越店

975-0017 福島県南相馬市原町区牛越字高田６２－１

0244-32-1174

福島県

株式会社ツルハ原町錦店

975-0031 福島県南相馬市原町区錦町２－６０－１

0244-25-3268

福島県

株式会社ツルハ原町店

975-0037 福島県原町市北原２５５

0244-25-3663

福島県

薬王堂相馬沖ノ内店

976-0016 福島県相馬市沖ノ内３－３－７

0244-32-0461

福島県

株式会社ツルハ相馬南店

976-0036 福島県相馬市馬場野字雨田９－１

0244-37-8268

福島県

株式会社ツルハいわき四倉店

979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字南姥田６１－１

0246-66-1268

福島県

株式会社ツルハ鹿島寺内店

979-2333 福島県南相馬市鹿島区寺内字本屋敷２８－１

0244-67-1168

福島県

株式会社ツルハ鹿島店

979-2334 福島県南相馬市鹿島区西町２－１

0244-67-1268

福島県

ツルハドラッグ新地店

979-2702 福島県相馬郡新地町谷地小屋字桶ノ口３４－１

0244-26-7559
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