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都道府県 店舗名

郵便番号 住所

新潟県

株式会社クスリのアオキ美沢店

940-0046 新潟県長岡市四郎丸字沖田１５３－１

0258-30-1200

電話番号

新潟県

ウエルシアリップス旭岡店

940-0831 新潟県長岡市上条町４５３－１

0258-30-5225

新潟県

株式会社クスリのアオキ長岡曙店

940-0832 新潟県長岡市曙２－４－２６

0258-94-5426

新潟県

株式会社ドン・キホーテ長岡川崎店

940-0861 新潟県長岡市川崎町１４３６－５－１Ｆ

0258-31-2511

新潟県

イオンリテール株式会社イオン長岡店

940-2106 新潟県長岡市古正寺１－２４９－１

0258-28-0880

新潟県

株式会社クスリのアオキ大島店

940-2112 新潟県長岡市大島本町３－１－５７

0258-22-5350

新潟県

株式会社クスリのアオキ藤野新田店

943-0171 新潟県上越市藤野新田１１６８

025-527-2230

新潟県

株式会社クスリのアオキ春日山町店

943-0807 新潟県上越市春日山町３－１５－８

025-521-0050

新潟県

ウエルシア上越今泉店

943-0864 新潟県上越市今泉１３１０－２－１

025-521-6101

新潟県

株式会社クスリのアオキ松美店

945-0041 新潟県柏崎市松美２字酉新田２５３

0257-28-7350

新潟県

ウエルシア柏崎米山台店

945-0842 新潟県柏崎市米山台３－９

0257-28-7760

新潟県

ウエルシア新潟小出店

946-0076 新潟県魚沼市井口新田１００３－６

025-793-3650

新潟県

ウエルシア新潟小出東店

946-0076 新潟県魚沼市井口新田８４０－１

025-793-1070

新潟県

株式会社マツモトキヨシ小千谷店

947-0035 新潟県小千谷市桜町２４８０－１

0258-83-0706

新潟県

株式会社クスリのアオキ小千谷店

947-0042 新潟県小千谷市平沢１－２－４９

0258-86-6331

新潟県

ドン・キホーテ十日町店

948-0000 新潟県十日町市丑７１２－１

0570-005-580

新潟県

クスリのアオキ長岡越路店

949-5406 新潟県長岡市浦６６３－１

0258-89-6640

新潟県

ウエルシア南魚沼六日町店

949-6603 新潟県南魚沼市川窪陣場１００１－１

025-781-5255

新潟県

株式会社クスリのアオキ逢谷内店

950-0814 新潟県新潟市東区逢谷内３－５１５－１

025-279-2300

新潟県

ツルハドラッグ新潟女池店

950-0941 新潟県新潟市中央区女池４－１８－１９

025-282-1268

新潟県

株式会社クスリのアオキ新潟大島店

950-0953 新潟県新潟市中央区大島１１１－３

025-250-0085

新潟県

ユニー株式会社アピタ新潟西店

950-2023 新潟県新潟市小新字白鳥４７４

025-201-1711

新潟県

ウエルシア新潟大学前店

950-2042 新潟県新潟市西区坂井７４６－１

025-264-1120

新潟県

株式会社カインズホームスーパーセンター新潟豊栄店

950-3317 新潟県新潟市北区かぶとやま２－１－６２ベイシアスーパーセンター内

025-388-5555

新潟県

ウエルシア巻店

953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲４７７７－１

0256-73-7303

新潟県

ツルハドラッグ見附店

954-0052 新潟県見附市学校町１－１５－４７

0258-89-7800

新潟県

ウエルシア見附上新田店

954-0112 新潟県見附市上新田町８１９

0258-61-2655

新潟県

有限会社ドラッグホシノ三条店

955-0082 新潟県三条市西裏館２－１１－１９

0256-36-0808

新潟県

株式会社クスリのアオキ西本成寺店

955-0845 新潟県三条市西本成寺１－３４－１９

0256-31-1200

新潟県

クスリのアオキ南四日町店

955-0852 新潟県三条市南四日町１－１１－３２

0256-64-8581

新潟県

ドラッグストアマツモトキヨシ三条東新保店

955-0863 新潟県三条市東新保９－１５

0256-36-8010

新潟県

ウエルシア新潟荻川店

956-0017 新潟県新潟市秋葉区あおば通１－１６－１７

0250-21-2130

新潟県

ドラッグストアマツモトキヨシ新発田東新町店

957-0015 新潟県新発田市東新町４－２１－２４ウオロク東新町店内

0254-20-5510

新潟県

イオンリテール株式会社イオン新発田店

957-0061 新潟県新発田市住吉町５－１１－５

0254-21-7500

新潟県

株式会社クスリのアオキ富塚店

957-0062 新潟県新発田市富塚町２－４－３１

0254-21-0500

新潟県

株式会社ツルハ紫雲寺店

957-0204 新潟県新発田市稲荷岡８０７

0254-41-0268

新潟県

ウエルシア新潟中条店

959-2644 新潟県胎内市大川町１４－３１

0254-44-0606

富山県

株式会社クスリのアオキ茶屋町店

930-0115 富山県富山市茶屋町１５－１

076-434-1515

富山県

株式会社クスリのアオキ呉羽店

930-0138 富山県富山市呉羽町字草田２４７４

076-427-0801

富山県

株式会社クスリのアオキ上市店

930-0353 富山県中新川郡上市町法音寺字横市２－１

076-473-2866

富山県

スギドラッグ赤江店

930-0816 富山県富山市上赤江町２－２－２８

076-471-7961

富山県

株式会社クスリのアオキ鍋田店

930-0831 富山県富山市鍋田１－５５

076-452-1101

富山県

中部薬品株式会社Ｖドラッグ向新庄店

930-0916 富山県富山市向新庄町１－２－６

076-464-6652

富山県

スギドラッグ西長江店

930-0975 富山県富山市西長江４－５－２５

076-482-6528

富山県

クスリのアオキ富山新庄店

930-0992 富山県富山市新庄町３－６－５１

076-471-5810

富山県

中部薬品株式会社Ｖドラッグ富山つばめ野店

930-2239 富山県富山市つばめ野１－４１

076-464-6561

富山県

ディスカウントドラッグコスモス大広田店

931-8453 富山県富山市中田２－３－４０

076-437-5367

富山県

ディスカウントドラッグコスモス石動店

932-0051 富山県小矢部市今石動町２－１２－１５

0766-67-2592

富山県

クスリのアオキ中川栄店

933-0042 富山県高岡市中川栄町５－２０

0766-26-3101

富山県

株式会社クスリのアオキ高岡広小路店

933-0057 富山県高岡市広小路２－３

0766-53-5002

富山県

中部薬品株式会社Ｖドラッグ伏木店

933-0101 富山県高岡市伏木国分１－８－８

0766-53-5712

富山県

中部薬品株式会社Ｖドラッグ高岡羽広店

933-0844 富山県高岡市羽広２－１－６

0766-21-6231

富山県

中部薬品株式会社Ｖドラッグ高岡京田店

933-0874 富山県高岡市京田４３１

0766-27-8090

富山県

ディスカウントドラッグコスモス柳田店

935-0031 富山県氷見市柳田２１０７－３

0766-91-3120

富山県

クスリのアオキ滑川店

936-0023 富山県滑川市柳原６１－５

076-471-6320

富山県

株式会社クスリのアオキ小杉店

939-0351 富山県射水市戸破１６６０

0766-56-0270

富山県

ディスカウントドラッグコスモス入善店

939-0627 富山県下新川郡入善町椚山７４４－１

0765-74-8011

富山県

株式会社オスカーＪマート入善店

939-0642 富山県下新川郡入善町上野１２８５きららの里内

0765-74-2488

富山県

ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ砺波店

939-1363 富山県砺波市太郎丸３－６９

0763-32-7711

富山県

ディスカウントドラッグコスモスとなみ店

939-1387 富山県砺波市となみ町１７－５

0763-34-6340

富山県

株式会社オスカーＪマート福光店

939-1636 富山県西礪波郡福光町神田町２８８－１

0763-52-7776

富山県

株式会社オスカーＪマート大沢野店

939-2252 富山県上新川郡大沢野町上大久保１２１０－１グリーンバレー内

0764-67-4300

富山県

ディスカウントドラッグコスモス大沢野店

939-2255 富山県富山市長附６７７

076-467-3216

富山県

株式会社オスカーＪマート山室店

939-8006 富山県富山市山室２２６－２グリーンモール山室内

076-493-7777

富山県

スギドラッグ南富山店

939-8073 富山県富山市大町３５－７

076-461-6931

富山県

株式会社クスリのアオキ根塚店

939-8204 富山県富山市根塚町３－１０－５

076-492-1110

富山県

中部薬品株式会社Ｖドラッグ掛尾店

939-8212 富山県富山市掛尾町６７

076-422-5150

石川県

ウエルシア金沢木曳野店

920-0339 石川県金沢市木曳野４－２２３

076-267-1801

石川県

中部薬品株式会社古府店

920-0362 石川県金沢市古府１－１２１

076-249-6506

石川県

株式会社クスリのアオキみどり団地店

920-0367 石川県金沢市北塚町西４８２

076-220-6816

石川県

中部薬品株式会社Ｖドラッグ鳴和店

920-0818 石川県金沢市大樋町３－３

076-251-1311

石川県

スギドラッグ元車店

920-0865 石川県金沢市長町３－２－１８

076-254-6296

石川県

スギドラッグ片町きらら店

920-0981 石川県金沢市片町２－２－２片町きらら内

076-213-5628

石川県

スギドラッグタテマチ店

920-0997 石川県金沢市竪町４５－２－１Ｆ

076-208-7490

石川県

ウエルシア白山鶴来店

920-2155 石川県白山市知気寺町６０－１

076-273-2372

石川県

株式会社ドン・キホーテ金沢森本店

920-3116 石川県金沢市南森本町ニ１１－１

076-257-5311

石川県

イオンリテール株式会社イオン金沢店

920-3122 石川県金沢市福久町２－５８

076-258-7588

石川県

中部薬品株式会社Ｖドラッグ直江店

920-8216 石川県金沢市直江町２５－１３

076-237-2303

石川県

株式会社長崎屋メガドンキホーテ金沢店

921-8043 石川県金沢市西泉４－１１

076-247-3810

石川県

中部薬品株式会社Ｖドラッグ西金沢店

921-8044 石川県金沢市米泉町１０－１－６

076-240-8871

石川県

中部薬品株式会社サンウィルドラッグ大桑店

921-8046 石川県金沢市大桑町第３土地区画整理事業地内２２街区

076-242-5773

石川県

シメノドラッグ大額店

921-8147 石川県金沢市大額３－２６

076-296-7010

石川県

クスリのアオキ額新保店

921-8148 石川県金沢市額新保２－２３５

076-214-6381
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石川県

ディスカウントドラッグコスモス金沢窪店

921-8151 石川県金沢市窪４－４５０

076-201-1771

電話番号

石川県

株式会社ドラッグフジイ有松店

921-8161 石川県金沢市有松４－１３－１３

076-259-1131

石川県

中部薬品株式会社Ｖドラッグ泉が丘店

921-8173 石川県金沢市円光寺２－３４５

076-280-1185

石川県

ウエルシア野々市御経塚店

921-8801 石川県野々市市御経塚１－５３７

076-246-2850

石川県

中部薬品株式会社Ｖドラッグ扇が丘店

921-8812 石川県野々市市扇が丘８－４８

076-248-5181

石川県

株式会社クスリのアオキ押越店

921-8816 石川県石川郡野々市町若松町６３７

076-227-0677

石川県

株式会社キリン堂野々市粟田店

921-8823 石川県野々市市粟田６－４６－１

076-246-5301

石川県

中部薬品株式会社Ｖドラッグ新庄店

921-8824 石川県石川郡野々市町新庄３－６５

076-246-1190

石川県

クスリのアオキ蓮華寺店

921-8847 石川県野々市市蓮花寺町４７－２０

076-220-6317

石川県

株式会社クスリのアオキ山代店

922-0242 石川県加賀市山代温泉２０区１８５－１

07617-7-8300

石川県

ディスカウントドラッグコスモス山代温泉店

922-0243 石川県加賀市山代温泉北部２－２９－１

0761-77-8065

石川県

株式会社ドラッグフジイ加賀作見店

922-0423 石川県加賀市作見町ニ４２－１

0761-75-7066

石川県

株式会社キリン堂フレスポ小松店

923-0026 石川県小松市下牧町己１街区２０

0761-21-1775

石川県

中部薬品株式会社小松東店

923-0831 石川県小松市打越町若杉地区土地区画整理事業施工区域

0761-23-7321

石川県

スギドラッグ小松中央店

923-0868 石川県小松市日の出町２－１６５

0761-58-1264

石川県

クスリのアオキサンパーク辰口店

923-1245 石川県能美市辰口町５０５

0761-46-5491

石川県

株式会社クスリのアオキ相木店

924-0000 石川県白山市松任駅北相木地区土地区画整理事業施工地区４４－６

076-276-0039

石川県

株式会社クスリのアオキ北安田店

924-0024 石川県松任市北安田町５－１６

076-274-3000

石川県

ディスカウントドラッグコスモス布市店

924-0808 石川県白山市布市２－６６－１

076-274-8020

石川県

シメノドラッグ七尾中央店

926-0015 石川県七尾市矢田新町ハ７５

0767-53-5405

石川県

クスリのアオキ七尾古府町店

926-0031 石川県七尾市古府町ほ５７

0767-58-6311

石川県

シメノドラッグ七尾西店

926-0821 石川県七尾市国分町ラ１７

0767-52-8333

石川県

株式会社クスリのアオキ小島店

926-0852 石川県七尾市小島町大開地１－７８

0767-52-2711

石川県

株式会社クスリのアオキ本津幡店

929-0326 石川県河北郡津幡町清水ア２８

076-288-7666

石川県

株式会社クスリのアオキ高松北店

929-1215 石川県かほく市高松ム５５－１

076-254-0286

石川県

クスリのアオキ鹿西店

929-1604 石川県鹿島郡中能登町能登部下８６－１３

0767-72-3661

福井県

株式会社スギ薬局福井田原町店

910-0017 福井県福井市文京２－２－３

0776-43-9366

福井県

スギ薬局堀ノ宮店

910-0032 福井県福井市堀ノ宮１－１１２

0776-50-3702

福井県

ユニー株式会社アピタ福井大和田店

910-0802 福井県福井市大和田町３２－２３

0776-57-2211

福井県

株式会社ドン・キホーテ福井大和田店

910-0802 福井県福井市大和田町１２－７

0776-52-5311

福井県

中部薬品株式会社Ｖドラッグ高木店

910-0806 福井県福井市高木町市場周辺土地区画整理地２７－３

0776-54-1566

福井県

株式会社クスリのアオキ日之出店

910-0845 福井県福井市志比口１－１１１０

0776-52-5360

福井県

ウエルシア福大病院前店

910-1104 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月２２－１３－１

0776-61-7022

福井県

クスリのアオキ勝山旭店

911-0803 福井県勝山市旭町１－１３９

0779-64-5917

福井県

クスリのアオキ大野新町店

912-0027 福井県大野市新町１－１

0779-64-5203

福井県

中部薬品株式会社Ｖドラッグ敦賀長沢店

914-0046 福井県敦賀市長沢５１－１

0770-25-2677

福井県

中部薬品株式会社Ｖドラッグ敦賀清水店

914-0052 福井県敦賀市清水町２－１６－２０

0770-47-5631

福井県

株式会社クスリのアオキ敦賀南店

914-0125 福井県敦賀市若葉町２－７０５

0770-25-6870

福井県

株式会社スギ薬局敦賀櫛林店

914-0138 福井県敦賀市櫛林９－９－１

0770-47-5230

福井県

株式会社ドン・キホーテ越前武生インター店

915-0094 福井県越前市横市町２４－１４－１

0778-21-5811

福井県

中部薬品株式会社Ｖドラッグ高瀬店

915-0841 福井県越前市文京２－１－３３

0778-22-5160

福井県

ディスカウントドラッグコスモス小黒町店

916-0028 福井県鯖江市小黒町３－７０２

0778-52-5802

福井県

株式会社クスリのアオキ小黒店

916-0028 福井県鯖江市小黒町１－６－１５

0778-42-6227

福井県

クスリのアオキ舟津店

916-0054 福井県鯖江市舟津町４－１３－１７

0778-42-6721

福井県

中部薬品株式会社Ｖドラッグ越前朝日店

916-0141 福井県丹生郡越前町西田中４－５０８

0778-42-8533

福井県

株式会社クスリのアオキ小浜店

917-0023 福井県小浜市府中７下前田２７－１

0770-52-2290

福井県

株式会社クスリのアオキ若杉店

918-0000 福井県福井市若杉４－１７０１

0776-35-3811

福井県

ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ福井店

918-8067 福井県福井市飯塚町１１－１１１

0776-33-6611

福井県

株式会社クスリのアオキ春江店

919-0418 福井県坂井郡春江町江留下高道１３２

0776-58-0550

福井県

株式会社ナフコホームプラザナフコおおい店

919-2107 福井県大飯郡おおい町成海１－１８－１

0770-77-3251

山梨県

株式会社ツルハ甲府国母店

400-0043 山梨県甲府市国母２－３－１５

055-221-8268

山梨県

株式会社ツルハ双葉響が丘店

400-0104 山梨県甲斐市龍地３６４７－１

055-128-8268

山梨県

ウエルシア都留店

402-0053 山梨県都留市上谷６－１０５２－１

0554-20-3811

山梨県

株式会社ツルハ都留文大駅前店

402-0054 山梨県都留市田原２－１１０７

0554-45-0268

山梨県

株式会社ツルハ上吉田店

403-0005 山梨県富士吉田市上吉田字城山東３１３７

0555-21-2266

山梨県

株式会社ナフコホームプラザナフコ塩山店

404-0036 山梨県甲州市塩山熊野５０７－１

0553-20-6301

山梨県

株式会社ツルハ笛吹春日居店

406-0004 山梨県笛吹市春日居町小松１１４０

0553-21-6268

山梨県

株式会社ツルハ韮崎店

407-0004 山梨県韮崎市藤井町南下條２０５

055-120-1166

山梨県

ツルハドラッグ韮崎龍岡店

407-0033 山梨県韮崎市龍岡町下條南割５９６－４１

0551-30-5628

山梨県

株式会社ツルハロックタウン山梨中央店

409-3821 山梨県中央市下河東４００

055-278-6228

山梨県

ウエルシア甲府昭和店

409-3852 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰１１３２－２

055-268-6220

長野県

株式会社ドン・キホーテ長野駅前店

380-0825 長野県長野市末広町１３５５－５

026-291-4611

長野県

株式会社クスリのアオキ稲葉店

380-0911 長野県長野市稲葉字中河原沖８９６

026-267-0250

長野県

株式会社モリキアメリカンドラッグ稲葉店

380-0912 長野県長野市稲葉日詰１３９８－１

026-251-1167

長野県

株式会社モリキアメリカンドラッグ大豆島店

381-0022 長野県長野市大豆島４２１６

026-222-3007

長野県

ドラッグストアなかじま稲田店

381-0042 長野県長野市稲田１４１２

026-259-9440

長野県

株式会社モリキアメリカンドラッグ檀田店

381-0052 長野県長野市檀田３３－３－１

026-256-9300

長野県

ウエルシア長野若穂店

381-0101 長野県長野市若穂綿内４４５

026-282-7223

長野県

株式会社モリキアメリカンドラッグ小布施店

381-0201 長野県上高井郡小布施町小布施９１１－３

026-247-8207

長野県

株式会社モリキアメリカンドラッグ山ノ内平穏店

381-0401 長野県下高井郡山ノ内町平穏２９４３－１９

0269-38-1438

長野県

株式会社クスリのアオキ大塚店

381-2205 長野県長野市青木島町大塚字北島９１６－１

026-254-6250

長野県

綿半ホームエイド稲里店

381-2211 長野県長野市稲里町下氷鉋８３４－３４

026-254-6060

長野県

ウエルシア須坂日滝店

382-0000 長野県須坂市日滝９７３－１

026-242-3045

長野県

株式会社クスリのアオキ墨坂店

382-0099 長野県須坂市墨坂４－３－２８

026-247-8850

長野県

イオンリテール株式会社イオン中野店

383-0012 長野県中野市一本木２５２－１

0269-23-4555

長野県

株式会社健康家族ファミリードラッグ中野吉田店

383-0015 長野県中野市吉田１０４９－１

0269-24-7550

長野県

ドン・キホーテ信州中野店

383-0045 長野県中野市江部１２３６

0269-24-5611

長野県

ドラッグてらしま小諸みかげ店

384-0091 長野県小諸市御影新田２５７８－１

0267-23-0138

長野県

クスリのアオキ和田店

384-0093 長野県小諸市和田７５２－１

0267-22-6210

長野県

ドラッグてらしま野沢店

384-0153 長野県佐久市野沢字下木戸２４８－１

0267-64-8978

長野県

ウエルシア佐久中込店

385-0051 長野県佐久市中込４４７－５

0267-64-6755

長野県

ウエルシア佐久市役所前店

385-0051 長野県佐久市中込３０１６－３

0267-64-2550

長野県

株式会社クスリのアオキ常田店

386-0018 長野県上田市常田２－１０－６

0268-28-7120
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長野県

株式会社モリキアメリカンドラッグ塩田店

386-1323 長野県上田市本郷字吉原７６１－２

0268-39-8855

電話番号

長野県

アメリカンドラッグ千曲粟佐店

387-0006 長野県千曲市粟佐１２１７

026-285-0648

長野県

株式会社クスリのアオキ粟佐店

387-0006 長野県千曲市粟佐宮西１２５８－１

026-273-8220

長野県

株式会社ツルハ軽井沢店

389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉１７１４－１

0267-44-3268

長野県

ドラッグてらしま佐久インターウエーブ店

389-0209 長野県佐久市小田井６１３－１

0267-65-8188

長野県

ウエルシア東御田中店

389-0516 長野県東御市田中５８６－１

0268-64-6152

長野県

とをしや薬局松本庄内店

390-0827 長野県松本市出川１－１４－１庄内ショッピングセンター内

0263-24-0601

長野県

とをしや薬局蟻ケ崎店

390-0861 長野県松本市蟻ケ崎６－２３－５

0263-38-3500

長野県

とをしや薬局梓川店

390-1701 長野県南安曇郡梓川村倭９１８

0263-76-1082

長野県

ツルハドラッグ茅野玉川店

391-0011 長野県茅野市玉川３４２１－１

0266-75-2810

長野県

ウエルシア諏訪四賀店

392-0012 長野県諏訪市四賀赤沼１７５３

0266-54-2862

長野県

株式会社健康家族ファミリードラッグ赤沼店

392-0012 長野県諏訪市四賀赤沼１６２５

0266-58-8978

長野県

ユニー株式会社アピタ岡谷店

394-0022 長野県岡谷市銀座１－１－５

0266-23-7666

長野県

株式会社健康家族ファミリードラッグ岡谷若宮店

394-0032 長野県岡谷市若宮１－３－２３

0266-21-5188

長野県

ユニー株式会社アピタ飯田店

395-0804 長野県飯田市鼎名古熊２４６１

0265-53-8111

長野県

株式会社ツルハ伊那福島店

396-0001 長野県伊那市福島２２６

0265-71-6268

長野県

ドラッグストアマツモトキヨシ伊那上牧店

396-0006 長野県伊那市上牧６６０１－１

0265-77-3010

長野県

ウエルシア伊那上新田店

396-0012 長野県伊那市上新田２０２１

0265-71-6810

長野県

株式会社ナフコホームプラザナフコ大町店

398-0002 長野県大町市大町３５００－７フレスポ大町内

0261-21-3611

長野県

とをしや薬局大町常盤店

398-0004 長野県大町市常盤５８６９－９

0261-26-3250

長野県

綿半スーパーセンター松本芳川店

399-0003 長野県松本市芳川野溝１９３０

0263-58-6363

長野県

とをしや薬局松本寿店

399-0027 長野県松本市寿南１－２５４－１

0263-85-3150

長野県

株式会社マツモトキヨシ甲信越販売ファミリードラッグ富士見店

399-0214 長野県諏訪郡富士見町落合１０７７８－９

0266-61-2190

長野県

とをしや薬局桔梗ヶ原

399-0700 長野県塩尻市塩尻駅北土地区画整理事業区内

0263-31-0302

長野県

とをしや薬局広丘駅前店

399-0706 長野県塩尻市広丘原新田２１５－４

0263-54-8867

長野県

とをしや薬局塩尻中学前店

399-0713 長野県塩尻市大小屋字屋敷９３－１

0263-54-9727

長野県

株式会社モリキアメリカンドラッグ飯田桐林店

399-2565 長野県飯田市桐林１７８４－２

0265-28-5550

長野県

ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ高森店

399-3101 長野県下伊那郡高森町山吹４５１５

0265-35-9211

長野県

ツルハドラッグ松川大島店

399-3304 長野県下伊那郡松川町大島２１２９－３

0265-36-7268

長野県

株式会社ツルハ駒ヶ根店

399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂１６０６０－１

0265-82-7507

長野県

綿半ホームエイド箕輪店

399-4603 長野県上伊那郡箕輪町三日町９６０－１

0265-71-5353

長野県

とをしや薬局三郷店

399-8102 長野県南安曇郡三郷村温２４９２－２

0263-77-7577

長野県

とをしや薬局豊科店

399-8205 長野県安曇野市豊科２６３７－４安曇野豊科ショッピングセンター内

0263-71-2811

長野県

生活協同組合コープながの安曇野豊科店

399-8205 長野県安曇野市豊科２６３７－４

0263-71-4400

長野県

とをしや薬局有明店

399-8301 長野県南安曇郡穂高町有明１００１１－１

0263-83-7341

長野県

とをしや薬局矢原店

399-8303 長野県南安曇郡穂高町穂高７６９－２

0263-81-0955

長野県

とをしや薬局松川店

399-8501 長野県北安曇郡松川村松川５７２８－１８０

0261-61-1525

長野県

ドラッグストアマツモトキヨシ池田町店

399-8601 長野県北安曇郡池田町池田２８５５ツルヤ池田店１Ｆ

0261-61-6010
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