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透明BBクリーム
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2021年12月時点

都道府県 店舗名

郵便番号 住所

滋賀県

株式会社ジャパン真野店

520-0232

滋賀県大津市真野５－３６－１７

077-574-3588

滋賀県

株式会社スギ薬局堅田東店

520-0241

滋賀県大津市今堅田２－２３－１７

077-571-1080

滋賀県

株式会社クスリのアオキ堅田店

520-0242

滋賀県大津市本堅田６－２５－１

077-571-0220

滋賀県

スギドラッグ大津中央店

520-0806

滋賀県大津市打出浜１３－２７

077-526-5923

滋賀県

スギドラッグ御殿浜店

520-0834

滋賀県大津市御殿浜２３－１０

077-526-7482

滋賀県

株式会社スギ薬局石山店

520-0855

滋賀県大津市栄町６－２５

077-526-5998

滋賀県

スギドラッグ南郷店

520-0865

滋賀県大津市南郷１－５－１

077-572-9701

滋賀県

株式会社ジャパン新旭店

520-1522

滋賀県高島市新旭町新庄１００２

0740-25-6262

滋賀県

ジャパン今津店

520-1605

滋賀県高島市今津町南新保４９０－１

0740-33-7715

滋賀県

中部薬品株式会社Ｖドラッグ大江店

520-2141

滋賀県大津市大江１－２－３

077-536-5113

滋賀県

株式会社スギ薬局瀬田店

520-2144

滋賀県大津市大萱１－７－１７

077-548-3901

滋賀県

ジャパン栗東店

520-3024

滋賀県栗東市小柿３－５

077-553-1040

滋賀県

株式会社クスリのアオキ霊仙寺店

520-3035

滋賀県栗東市霊仙寺１－４－６

077-551-2333

滋賀県

株式会社クスリのアオキ石部東店

520-3107

滋賀県湖南市石部東６－４－１０

0748-69-7071

滋賀県

クスリのアオキ岡町店

522-0037

滋賀県彦根市岡町２５－１

0749-47-3815

滋賀県

株式会社スギ薬局彦根東店

522-0038

滋賀県彦根市西沼波町２６４－１

0749-21-2438

滋賀県

株式会社キリン堂彦根後三条店

522-0086

滋賀県彦根市後三条町６３１

0749-21-3425

滋賀県

株式会社スギ薬局近江八幡北店

523-0828

滋賀県近江八幡市宮内町１８７

0748-29-3992

滋賀県

株式会社スギ薬局近江八幡店

523-0894

滋賀県近江八幡市中村町４９－１３

0748-31-1151

滋賀県

スギドラッグ近江八幡南店

523-0898

滋賀県近江八幡市鷹飼町南３－１－１１

0748-38-8410

滋賀県

株式会社キリン堂守山播磨田店

524-0012

滋賀県守山市播磨田町３０６３

077-514-1526

滋賀県

株式会社スギ薬局守山店

524-0021

滋賀県守山市吉身３－１４－３０

077-514-1911

滋賀県

アレックスコンフォートピエリ守山店

524-0101

滋賀県守山市今浜町２６２０－５ピエリ守山１Ｆ

077-584-4450

滋賀県

株式会社スギ薬局草津店

525-0051

滋賀県草津市木川町３４４－１

077-566-6915

滋賀県

株式会社ドン・キホーテ草津店

525-0051

滋賀県草津市木川町３１１－１

077-569-2411

滋賀県

イオンリテール株式会社イオン草津店

525-0067

滋賀県草津市新浜町３００

077-599-6000

滋賀県

株式会社スギ薬局長浜店

526-0025

滋賀県長浜市分木町４－２９

0749-53-3910

滋賀県

クスリのアオキ長浜加納店

526-0804

滋賀県長浜市加納町６５５－７

0749-53-2852

滋賀県

株式会社クスリのアオキ清水店

527-0018

滋賀県東近江市八日市清水３－２－２７

0748-29-3317

滋賀県

株式会社スギ薬局八日市店

527-0025

滋賀県東近江市八日市東本町６－４８

0748-43-2244

滋賀県

株式会社クスリのアオキ東近江幸町店

527-0031

滋賀県東近江市幸町１－８

0748-20-2211

滋賀県

株式会社クスリのアオキ東沖野店

527-0033

滋賀県東近江市東沖野５－１７－１

0748-36-1781

滋賀県

キリン堂東近江店

527-0039

滋賀県東近江市青葉町３－１－２

0748-20-3380

滋賀県

株式会社ナフコホームプラザナフコ高月店

529-0234

滋賀県長浜市高月町柏原５０３－１

0749-85-8111

滋賀県

株式会社キリン堂湖北店

529-0331

滋賀県東浅井郡湖北町八日市１０１１

0749-78-8155

滋賀県

株式会社クスリのアオキ日野店

529-1601

滋賀県蒲生郡日野町松尾１－１８

0748-52-8820

京都府

株式会社スギ薬局西大路店

600-8863

京都府京都市下京区七条御所ノ内本町９３

075-325-1251

京都府

株式会社ライフコーポレーションセントラルスクエア西大路花屋町店

600-8881

京都府京都市下京区西七条掛越町６１

075-315-2221

京都府

株式会社ライフコーポレーション西七条店

600-8883

京都府京都市下京区西七条北衣田町４０－１

075-322-1331

京都府

株式会社クスリのアオキ久世築山店

601-8203

京都府京都市南区久世築山町１０３－１

075-874-7171

京都府

株式会社ジャパン京都南店

601-8207

京都府京都市南区久世中久町６７５

075-922-6699

京都府

スギドラッグ桂南店

601-8212

京都府京都市南区久世上久世町４８５ダイエー桂南店１Ｆ

075-754-7891

京都府

イオンリテール株式会社イオン洛南店

601-8327

京都府京都市南区吉祥院御池町３１

075-692-4560

京都府

株式会社マツモトキヨシ洛南店

601-8348

京都府京都市南区吉祥院観音堂町１９

075-691-6066

京都府

オーエスドラッグ三条店

604-0827

京都府京都市中京区瓦町通り三条下ル５－９－２

075-251-6622

京都府

キリン堂京都河原町店

604-8033

京都府京都市中京区奈良屋町３０１－１

075-231-8887

京都府

シミズ薬品株式会社ダックス御池店

604-8207

京都府京都市中京区御池通り新町角神明町６８

075-253-6885

京都府

株式会社ライフコーポレーション二条駅前店

604-8416

京都府京都市中京区西ノ京星池町４－１

075-821-1110

京都府

ココカラファインプラスイズミヤ洛北阪急スクエア店

606-8103

京都府京都市左京区高野西開町３６洛北阪急スクエアＢ１Ｆ

075-708-6812

京都府

株式会社ライフコーポレーション北白川店

606-8176

京都府京都市左京区一乗寺塚本町１１１

075-706-7800

京都府

ＭＥＧＡドン・キホーテ山科店

607-8163

京都府京都市山科区椥辻東潰１０－１

075-582-5711

京都府

株式会社キリン堂城陽寺田店

610-0102

京都府城陽市久世荒内４６

0774-55-1108

京都府

株式会社マツモトキヨシアルプラザ城陽店

610-0111

京都府城陽市富野荒見田１１２

0774-54-8827

京都府

株式会社キリン堂三山木店

610-0313

京都府京田辺市三山木３１

0774-64-6009

京都府

株式会社コクミン近鉄新田辺駅店

610-0361

京都府京田辺市河原食田２－３近鉄新田辺駅２Ｆ

0774-68-1718

京都府

株式会社ジャパン宇治小倉店

611-0042

京都府宇治市小倉町春日森１０

0774-21-9779

京都府

株式会社ライフコーポレーション伏見深草店

612-0019

京都府京都市伏見区深草平田町７

075-643-6051

京都府

マツモトキヨシＭＯＭＯテラス店

612-8002

京都府京都市伏見区桃山町山ノ下３２ＭＯＭＯテラス１Ｆ

075-604-5326

京都府

オーエスドラッグ大手筋店

612-8053

京都府京都市伏見区東大手町７６０

075-604-6079

京都府

薬マツモトキヨシ京阪伏見桃山駅店

612-8083

京都府京都市伏見区京町３－１７３

075-605-7951

京都府

株式会社キリン堂くいな橋店

612-8411

京都府京都市伏見区竹田久保町６１－１

075-646-3391

京都府

株式会社ジャパン京都伏見店

612-8455

京都府京都市伏見区中島外山町１７

075-621-9911

京都府

イオンリテール株式会社イオン久御山店

613-0024

京都府久世郡久御山町森南大内１５６－１

075-633-0842

京都府

株式会社キリン堂八幡店

614-8025

京都府八幡市八幡源氏垣外４６－１

075-972-0267

京都府

株式会社キリン堂ソフィアモール松井山手店

614-8294

京都府八幡市欽明台北１ソフィアモール内

075-971-3611

京都府

株式会社スギ薬局西大路五条店

615-0042

京都府京都市右京区西院東中水町１４－１Ｆ

075-874-3313

京都府

株式会社スギ薬局山ノ内店

615-0082

京都府京都市右京区山ノ内赤山町１５

075-325-3970

京都府

株式会社スギ薬局梅津南広町店

615-0901

京都府京都市右京区梅津南広町９９－１

075-863-4155

京都府

株式会社スギ薬局梅津店

615-0935

京都府京都市右京区梅津徳丸町２

075-873-2132

京都府

株式会社キリン堂京都川島店

615-8121

京都府京都市西京区川島野田町１４－１

075-391-8911

京都府

株式会社スギ薬局上桂山田口店

615-8281

京都府京都市西京区松尾木ノ曽町４８－１

075-963-5081

京都府

株式会社ライフコーポレーション太秦店

616-8081

京都府京都市右京区太秦安井池田町６

075-802-5961

京都府

スギドラッグ上植野店

617-0006

京都府向日市上植野町桑原１－１

075-874-5134

京都府

クスリのアオキ大山崎店

618-0071

京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字斗加坪８

075-754-7762

京都府

マツモトキヨシガーデンモール木津川店

619-0216

京都府木津川市州見台１－１－１－１ガーデンモール木津川内

0774-71-8112

京都府

株式会社さとうバザールタウン福知山店

620-0000

京都府福知山市堀小字上高田２１５５－１

0773-24-0310

京都府

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ福知山店

620-0000

京都府福知山市荒河９－１９

0773-25-0311

京都府

株式会社ジャパン亀岡店

621-0835

京都府亀岡市篠町浄法寺松岡２３－３

0771-24-4232

京都府

株式会社さとうバザールタウン綾部店ストック館

623-0016

京都府綾部市西町３北大坪１－２７

0773-42-0001

京都府

クスリのアオキ西舞鶴店

624-0841

京都府舞鶴市引土３２９

08037573403

京都府

ジャパン西舞鶴店

624-0914

京都府舞鶴市下安久１００５

0773-77-5312

京都府

クスリのアオキ白鳥店

625-0062

京都府舞鶴市森小字大田野５４０

0773-63-6101

大阪府

アインズ＆トルペＬＩＮＫＳＵＭＥＤＡ店

530-0011

大阪府大阪市北区大深町１－１リンクス梅田２Ｆ

06-6136-7508

大阪府

スギドラッグリンクスウメダ店

530-0011

大阪府大阪市北区大深町１－１リンクス梅田Ｂ１Ｆ

06-6459-7534
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大阪府

株式会社コクミン梅田北店

530-0013

大阪府大阪市北区茶屋町１－６梅田地下街

06-6373-0445

大阪府

ダイコクドラッグＮＥＷ堂山店

530-0027

大阪府大阪市北区堂山町１－５大阪合同ビル１Ｆ

06-6311-2400

大阪府

オーエスドラッグ天満店

530-0041

大阪府大阪市北区天神橋４－１０－２０

06-6353-0107

大阪府

ダイコクドラッグ天神橋６丁目店

530-0041

大阪府大阪市北区天神橋６－５－１０

06-6136-2500

大阪府

株式会社ライフコーポレーション太融寺店

530-0055

大阪府大阪市北区野崎町８－１

06-6367-0011

大阪府

コクミンドラッグ天神橋筋六丁目駅店

531-0041

大阪府大阪市北区天神橋７－６－３

06-6882-5930

大阪府

株式会社ライフコーポレーション本庄店

531-0074

大阪府大阪市北区本庄東２－３－１４

06-4802-0801

大阪府

株式会社コクミン新大阪店

532-0011

大阪府大阪市淀川区西中島５丁目１６－１㈱新大阪ステーション内２Ｆ

06-6889-0164

大阪府

ドラッグアカカベ木川東店

532-0012

大阪府大阪市淀川区木川東４－１１－１－１Ｆ

06-6390-4193

大阪府

マツモトキヨシ十三東口駅前店

532-0023

大阪府大阪市淀川区十三東２－８－１１

06-6885-6081

大阪府

ダイコク十三筋薬店

532-0024

大阪府大阪市淀川区十三本町１－５－１１－１Ｆ

06-4805-7717

大阪府

ドラッグアカカベ新高店

532-0033

大阪府大阪市淀川区新高１－１０－５

06-6394-4193

大阪府

株式会社ナフコホームプラザナフコ南江口店

533-0003

大阪府大阪市東淀川区南江口１－３－７７

06-4809-6731

大阪府

マツモトキヨシかみしんプラザ店

533-0015

大阪府大阪市東淀川区大隅１－６－１２かみしんプラザＢ１Ｆ

06-6990-5021

大阪府

ドラッグアカカベ東淀川菅原店

533-0022

大阪府大阪市東淀川区菅原４－２－２２

06-6321-4193

大阪府

ダイコクドラッグ淡路駅前店

533-0023

大阪府大阪市東淀川区東淡路４－１８－１２

06-6160-5566

大阪府

株式会社ライフコーポレーション東淡路店

533-0023

大阪府大阪市東淀川区東淡路５－８－３５

06-6323-5240

大阪府

株式会社ライフコーポレーション西淡路店

533-0031

大阪府大阪市東淀川区西淡路６－３－２

06-6320-3105

大阪府

株式会社ライフコーポレーション都島片倉店

534-0011

大阪府大阪市都島区高倉町１－７－８

06-6923-4451

大阪府

株式会社キリン堂エルフ都島東店

534-0014

大阪府大阪市都島区都島北通１－２３－９

06-6928-8100

大阪府

スギドラッグ都島中通店

534-0022

大阪府大阪市都島区都島中通２－１－３

06-6167-7531

大阪府

ダイコクドラッグ京橋薬店

534-0024

大阪府大阪市都島区東野田町２－３－１９

06-4800-8077

大阪府

株式会社コクミン京橋Ｂ店

534-0024

大阪府大阪市都島区東野田町２－１－３８

06-6352-1270

大阪府

株式会社ジャパン京橋店

534-0025

大阪府大阪市都島区片町１－９－１

06-6356-8899

大阪府

株式会社コノミヤ赤川店

535-0005

大阪府大阪市旭区赤川２－８－２

06-6928-0111

大阪府

ミックファーマシー千林店

535-0012

大阪府大阪市旭区千林２－１２－１２

06-6954-8761

大阪府

株式会社マツモトキヨシ新森店

535-0022

大阪府大阪市旭区新森２－１７－１４

06-6958-6004

大阪府

株式会社ライフコーポレーションセントラルスクエア高殿店

535-0031

大阪府大阪市旭区高殿５－１０－１４

06-6955-2011

大阪府

株式会社スギ薬局蒲生店

536-0004

大阪府大阪市城東区今福西１－９－１

06-6930-9500

大阪府

株式会社スギ薬局関目店

536-0007

大阪府大阪市城東区成育２－１４－８

06-4255-8201

大阪府

株式会社ライフコーポレーション関目店

536-0008

大阪府大阪市城東区関目１－５－３

06-6936-9311

大阪府

薬マツモトキヨシ鴫野駅前店

536-0013

大阪府大阪市城東区鴫野東３－１－２１

06-6167-4090

大阪府

株式会社マツモトキヨシフレンドタウン深江橋店

536-0022

大阪府大阪市城東区永田３－２－６

06-6964-6002

大阪府

株式会社ライフコーポレーション深江橋店

536-0022

大阪府大阪市城東区永田３－１３－８

06-6968-9971

大阪府

ジャパン城東店

536-0024

大阪府大阪市城東区中浜２－１５－９－Ｂ１Ｆ

06-6167-6305

大阪府

株式会社ドン・キホーテ内環深江店

537-0001

大阪府大阪市東成区深江北１－１３

06-6978-5811

大阪府

株式会社ライフコーポレーション新深江店

537-0003

大阪府大阪市東成区神路４－７－１９

06-6974-4301

大阪府

株式会社ライフコーポレーション今里店

537-0014

大阪府大阪市東成区大今里西２－１５－１７

06-6977-6001

大阪府

株式会社ライフコーポレーション緑橋店

537-0021

大阪府大阪市東成区東中本２－８－２０

06-6973-5811

大阪府

株式会社スギ薬局森ノ宮店

537-0022

大阪府大阪市東成区中本２－１－１３

06-6224-7026

大阪府

株式会社ライフコーポレーション玉造店

537-0025

大阪府大阪市東成区中道３－１２－８

06-6977-7701

大阪府

ダイコクドラッグ放出駅前店

538-0044

大阪府大阪市鶴見区放出東３－３１－３４

06-6965-6222

大阪府

株式会社ジャパン鶴見店

538-0053

大阪府大阪市鶴見区鶴見６－５－２７

06-4257-1616

大阪府

株式会社ドン・キホーテ法円坂店

540-0006

大阪府大阪市中央区法円坂２－１－３５－２Ｆ

06-4790-8511

大阪府

株式会社コクミン天満店

540-0032

大阪府大阪市中央区天満橋京町２－３５－７京阪地下街

06-6942-3118

大阪府

株式会社ライフコーポレーション天神橋店

540-0034

大阪府大阪市中央区島町２－３－３

06-6910-0020

大阪府

株式会社スギ薬局瓦町１丁目店

541-0048

大阪府大阪市中央区瓦町１－６－１０ＪＰビル１Ｆ

06-6222-8851

大阪府

スギドラッグ本町二丁目店

541-0053

大阪府大阪市中央区本町２－１－６－１Ｆ

06-4256-0617

大阪府

株式会社スギ薬局堺筋本町店

541-0053

大阪府大阪市中央区本町１－５－６－１Ｆ

06-4705-3014

大阪府

丸大株式会社

541-0056

大阪府大阪市中央区久太郎町３－５－８

06-6252-3091

大阪府

株式会社萬栄マージュ館

541-0059

大阪府大阪市中央区博労町３－１－１１

06-6243-8840

大阪府

株式会社ジャパン松屋町店

542-0072

大阪府大阪市中央区高津３－１４－６

06-6643-8855

大阪府

ダイコクドラッグウォーク店

542-0073

大阪府大阪市中央区日本橋１－３－１１日本一東海ビル地下２階

06-6213-1001

大阪府

コクミンドラッグなんばマルイ店

542-0076

大阪府大阪市中央区難波３－８－９なんばマルイＢ１Ｆ

06-6644-5930

大阪府

ダイコクドラッグウルトラナンバ薬店

542-0076

大阪府大阪市中央区難波３－５－１７北極星ビルＢ２Ｆ

06-4397-1133

大阪府

株式会社コクミンナンバなんなんタウン店

542-0076

大阪府大阪市中央区難波５－１－２なんなんタウン六号内

06-4396-4593

大阪府

スギドラッグ南船場店

542-0081

大阪府大阪市中央区南船場２－１－３－１Ｆ

06-4708-5381

大阪府

株式会社コクミンクリスタ長堀店

542-0081

大阪府大阪市中央区南船場２長堀地下２

06-6282-2044

大阪府

Ａ＆Ａ株式会社

542-0083

大阪府大阪市中央区東心斎橋１－４－１

06-6210-1210

大阪府

株式会社ドン・キホーテ道頓堀店

542-0084

大阪府大阪市中央区宗右衛門町７－１３

06-4708-1411

大阪府

コクミンドラッグＯｓａｋａＭｅｔｏｒｏ心斎橋駅店

542-0085

大阪府大阪市中央区心斎橋筋１－８－１６

06-6121-8593

大阪府

スギドラッグ心斎橋店

542-0085

大阪府大阪市中央区心斎橋筋１－３－２２

06-4708-3906

大阪府

株式会社ツルハ心斎橋筋２丁目店

542-0085

大阪府大阪市中央区心斎橋筋２－２－１９

06-6214-0268

大阪府

株式会社ライフコーポレーション清水谷店

543-0011

大阪府大阪市天王寺区清水谷町５－２３

06-6768-1201

大阪府

株式会社ライフコーポレーション寺田町駅前店

543-0044

大阪府大阪市天王寺区国分町２０－２６

06-6773-8021

大阪府

スギドラッグ天王寺店

543-0056

大阪府大阪市天王寺区堀越町１３－１６－１Ｆ

06-6718-6015

大阪府

ドラッグアカカベ生野小路店

544-0003

大阪府大阪市生野区小路東５－６－１０食品館アプロ内

06-6758-4193

大阪府

株式会社ライフコーポレーション巽店

544-0013

大阪府大阪市生野区巽中１－２２－２

06-6753-6161

大阪府

株式会社ライフコーポレーションセントラルスクエア北畠店

545-0023

大阪府大阪市阿倍野区王子町４－１－５６

06-6627-1131

大阪府

株式会社ドン・キホーテあべの天王寺駅前店

545-0051

大阪府大阪市阿倍野区旭町１－１－３

06-6630-6911

大阪府

オーエスドラッグ天王寺店

545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－６－１ヴィアあべのウォーク店内

06-6644-5888

大阪府

株式会社ライフコーポレーション杭全店

546-0002

大阪府大阪市東住吉区杭全５－１１－７

06-6713-0601

大阪府

株式会社ジャパン針中野店

546-0003

大阪府大阪市東住吉区今川８－２－２５

06-6702-4343

大阪府

株式会社スギ薬局鷹合店

546-0014

大阪府大阪市東住吉区鷹合１－１３－６

06-6607-3301

大阪府

クスリのアオキ住道矢田店

546-0022

大阪府大阪市東住吉区住道矢田１－２２－３

06-6776-2385

大阪府

ダイコクドラッグ針中野駅前店

546-0043

大阪府大阪市東住吉区駒川５－１２－４

06-4700-7900

大阪府

株式会社ジャパン平野加美店

547-0002

大阪府大阪市平野区加美東１－１３

06-6793-1900

大阪府

株式会社スギ薬局瓜破店

547-0024

大阪府大阪市平野区瓜破１－６－１１

06-4302-3061

大阪府

キリン堂喜連西店

547-0026

大阪府大阪市平野区喜連西４－５－１６

06-6760-6781

大阪府

株式会社ライフコーポレーション喜連瓜破西店

547-0027

大阪府大阪市平野区喜連瓜破西６－２－３４

06-6705-3701

大阪府

株式会社キリン堂平野南店

547-0031

大阪府大阪市平野区平野南１－１－９

06-6760-5844

大阪府

スギドラッグ平野西店

547-0033

大阪府大阪市平野区平野西６－２－２２

06-4305-7381

大阪府

株式会社コノミヤ平野西店

547-0033

大阪府大阪市平野区平野西５－１－１

06-6702-0561

大阪府

株式会社スギ薬局平野店

547-0043

大阪府大阪市平野区平野東１－７－２５サンエー平野店２Ｆ

06-6795-1066
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大阪府

株式会社ライフコーポレーション土佐堀店

550-0001

大阪府大阪市西区土佐堀１－５－２５

06-6445-0061

大阪府

株式会社キリン堂肥後橋店

550-0002

大阪府大阪市西区江戸堀１－９－１－１Ｆ

06-6479-0251

大阪府

株式会社ライフコーポレーション西大橋店

550-0013

大阪府大阪市西区新町２－９－１７

06-6531-0891

大阪府

スギドラッグ南堀江店

550-0015

大阪府大阪市西区南堀江２－４－１

06-6563-9077

大阪府

マツモトキヨシ南堀江店

550-0015

大阪府大阪市西区南堀江１－１１－１

06-6535-7875

大阪府

イオンリテール株式会社イオン大阪ドームシティ店

550-0023

大阪府大阪市西区千代崎３－１３－１

06-6584-1500

大阪府

株式会社マツモトキヨシ大正駅前店

551-0002

大阪府大阪市大正区三軒家東１－１７－２６

06-6555-7790

大阪府

キリン堂大正泉尾店

551-0031

大阪府大阪市大正区泉尾５－１４－１４

06-6556-0551

大阪府

ドラッグストアマツモトキヨシ泉尾店

551-0031

大阪府大阪市大正区泉尾３－１２－２

06-6551-0307

大阪府

株式会社コノミヤピコ泉尾店

551-0031

大阪府大阪市大正区泉尾２－１６－３

06-6554-0561

大阪府

株式会社ライフコーポレーション泉尾店

551-0031

大阪府大阪市大正区泉尾５－８－１７

06-6555-1381

大阪府

株式会社ライフコーポレーション弁天町店

552-0003

大阪府大阪市港区磯路１－９－２５

06-6577-5151

大阪府

キリン堂弁天町店

552-0007

大阪府大阪市港区弁天１－２－３

06-6573-3755

大阪府

コクミンドラッグ大阪港駅前店

552-0021

大阪府大阪市港区築港４－２－３２

06-6599-5930

大阪府

イオンリテール株式会社イオン野田阪神店

553-0001

大阪府大阪市福島区海老江１－１－２３

06-6457-6300

大阪府

スギドラッグ野田阪神店

553-0001

大阪府大阪市福島区海老江５－１－２－１Ｆ

06-6476-8692

大阪府

株式会社スギ薬局千鳥橋店

554-0014

大阪府大阪市此花区四貫島１－５－６

06-4804-7615

大阪府

株式会社ライフコーポレーション御幣島店

555-0012

大阪府大阪市西淀川区御幣島２－９－１９

06-6475-2211

大阪府

株式会社ライフコーポレーション下寺店

556-0001

大阪府大阪市浪速区下寺２－８－１２

06-6647-1400

大阪府

株式会社ライフコーポレーション大国町店

556-0015

大阪府大阪市浪速区敷津西１－４－１

06-6631-0210

大阪府

ダイコクドラッグ天下茶屋駅前店

557-0014

大阪府大阪市西成区天下茶屋２－２２－１４

06-6655-6699

大阪府

ミックファーマシー鶴見橋薬店

557-0031

大阪府大阪市西成区鶴見橋１－１６－３６

06-6631-5772

大阪府

株式会社東海セイムスドラッグセイムス岸里玉出店

557-0042

大阪府大阪市西成区岸里東２－１５－１４－１Ｆ

06-6655-0720

大阪府

株式会社スギ薬局玉出店

557-0045

大阪府大阪市西成区玉出西２－４－２８－１Ｆ

06-6115-6781

大阪府

スギドラッグ岸里店

557-0054

大阪府大阪市西成区千本中１－１－１－２Ｆ

06-6115-6681

大阪府

上新電機株式会社マザーピア南津守店

557-0063

大阪府大阪市西成区南津守５－２－１４上新電機南津守店２Ｆ

06-6653-0221

大阪府

株式会社ジャパン津守店

557-0063

大阪府大阪市西成区南津守５－１－２

06-6659-3700

大阪府

株式会社ライフコーポレーション南津守店

557-0063

大阪府大阪市西成区南津守６－１－７５

06-6656-0351

大阪府

株式会社スギ薬局長居店

558-0003

大阪府大阪市住吉区長居２－１０－３１

06-6615-8207

大阪府

株式会社キリン堂長居駅前店

558-0004

大阪府大阪市住吉区長居東４－７－８

06-6696-0005

大阪府

株式会社ライフコーポレーション長居店

558-0004

大阪府大阪市住吉区長居東３－１－１

06-6697-3011

大阪府

株式会社スギ薬局住吉苅田店

558-0011

大阪府大阪市住吉区苅田５－１３－５

06-4703-3422

大阪府

ツルハドラッグ住吉我孫子店

558-0013

大阪府大阪市住吉区我孫子東３－３－２１

06-6693-0268

大阪府

株式会社ライフコーポレーションあびこ店

558-0013

大阪府大阪市住吉区我孫子東１－１１－１

06-6608-0500

大阪府

株式会社ライフコーポレーション住吉山之内店

558-0023

大阪府大阪市住吉区山之内１－１０－１５

06-6609-7701

大阪府

コノミヤ南住吉店

558-0041

大阪府大阪市住吉区南住吉３－１－１０

06-6606-0561

大阪府

株式会社スギ薬局南住吉店

558-0041

大阪府大阪市住吉区南住吉３－１３－１

06-6115-7817

大阪府

株式会社コクミンスーパードラッグシルク西粉浜店

559-0007

大阪府大阪市住之江区粉浜西１丁目１２－４８

06-6678-1469

大阪府

株式会社キリン堂住之江公園店

559-0015

大阪府大阪市住之江区南加賀屋２－８－２９

06-4702-7560

大阪府

株式会社ジャパン住之江北島店

559-0024

大阪府大阪市住之江区新北島７－４－１

06-6682-4499

大阪府

株式会社キリン堂サーバ豊中少路店

560-0004

大阪府豊中市少路２－５－１

06-6844-5262

大阪府

スギドラッグ豊中熊野店

560-0014

大阪府豊中市熊野町４－１－３１

06-6335-4520

大阪府

キリン堂蛍池ルシオーレ店

560-0033

大阪府豊中市蛍池中町３－２－１

06-6843-1830

大阪府

オーエスドラッグ豊中ロマンチック街道店

560-0053

大阪府豊中市向丘２－１０－１８

06-4865-9066

大阪府

株式会社ジャパン豊中曽根店

561-0808

大阪府豊中市原田元町３－３－１０

06-6857-5588

大阪府

ココカラファイン豊中豊南店

561-0814

大阪府豊中市豊南町東３－１－２０

06-6335-0575

大阪府

株式会社スギ薬局豊中小曽根店

561-0817

大阪府豊中市浜２－１７－５

06-6152-6201

大阪府

オーエスドラッグ庄内店

561-0832

大阪府豊中市庄内西町２－２３－２０

06-6331-5646

大阪府

株式会社ジャパン庄内店

561-0832

大阪府豊中市庄内西町４－１－３０

06-6336-6655

大阪府

株式会社ライフコーポレーション庄内店

561-0834

大阪府豊中市庄内栄町５－５－１０

06-6336-7751

大阪府

ミックファーマシー服部店

561-0851

大阪府豊中市服部元町１－９－２０－１Ｆ

06-6865-5511

大阪府

株式会社ドン・キホーテ箕面店

562-0004

大阪府箕面市牧落４－１－３０

0727-23-7576

大阪府

株式会社ライフコーポレーション箕面店

562-0015

大阪府箕面市稲１－１０

0727-25-0131

大阪府

株式会社ボリスマージュ館箕面店

562-0035

大阪府箕面市船場東２－２－２ＳＳ０Ｋ本館内

072-730-2300

大阪府

キリン堂池田緑丘店

563-0026

大阪府池田市緑丘１－４－１

072-748-2050

大阪府

株式会社ジャパン能勢店

563-0355

大阪府豊能郡能勢町下田１２４－１能勢観光ビル内

0727-34-2660

大阪府

株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ中島薬局

564-0032

大阪府吹田市内本町２－２－５ヤオギビル１Ｆ

06-6382-9988

大阪府

株式会社キリン堂コスメデルアップ江坂西店

564-0053

大阪府吹田市江の木町１－１６

06-6190-5543

大阪府

株式会社スギ薬局吹田清水店

565-0805

大阪府吹田市清水１２－１３

06-6816-7102

大阪府

キリン堂吹田亥子谷店

565-0824

大阪府吹田市山田西１－１３－１

06-6816-1530

大阪府

マツモトキヨシららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店

565-0826

大阪府吹田市千里万博公園２－１ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ１Ｆ

06-4864-8280

大阪府

ドラッグミック北千里店

565-0874

大阪府吹田市古江台４－２－２５

06-6310-2757

大阪府

株式会社コノミヤ摂津市駅前店

566-0021

大阪府摂津市南千里丘４－２５

06-4860-0561

大阪府

株式会社ライフコーポレーション正雀店

566-0024

大阪府摂津市正雀本町１－１－３９

06-6381-4931

大阪府

スギ薬局東正雀店

566-0025

大阪府摂津市東正雀１９－５７

06-6170-6583

大阪府

株式会社コノミヤ摂津店

566-0046

大阪府摂津市別府３－１６－１

06-6829-0561

大阪府

株式会社ジャパン摂津店

566-0072

大阪府摂津市鳥飼西２－３７－１

0726-54-6969

大阪府

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ茨木店

567-0012

大阪府茨木市東太田１－４－４８

072-631-3411

大阪府

株式会社キリン堂茨木太田店

567-0018

大阪府茨木市太田１－１－２０

072-631-8090

大阪府

株式会社キリン堂エルフ茨木畑田店

567-0028

大阪府茨木市畑田町５－６

072-626-8488

大阪府

スギドラッグ茨木上郡店

567-0065

大阪府茨木市上郡２－１３－１４

072-646-7826

大阪府

株式会社キリン堂茨木総持寺店

567-0803

大阪府茨木市中総持寺町３－３７

072-634-0559

大阪府

ダイコクドラッグ阪急茨木駅前店

567-0829

大阪府茨木市双葉町８－３

072-630-6466

大阪府

株式会社スギ薬局鮎川店

567-0831

大阪府茨木市鮎川４－１－１０

072-630-6015

大阪府

スギ薬局茨木平田店

567-0845

大阪府茨木市平田２－１９－３５

072-648-5742

大阪府

キリン堂茨木小川店

567-0873

大阪府茨木市小川町８－２８

072-645-4460

大阪府

株式会社キリン堂高槻野田店

569-0013

大阪府高槻市野田１－２４－１０

072-662-3940

大阪府

イオンリテール株式会社イオン高槻店

569-0093

大阪府高槻市萩之庄３－４７－２

072-669-5551

大阪府

ダイコクドラッグＮＥＷ阪急高槻市駅前店

569-0802

大阪府高槻市北園町１５－１５

072-686-4400

大阪府

株式会社マツモトキヨシ摂津富田駅前店

569-0814

大阪府高槻市富田町１－８－２５

072-697-5600

大阪府

株式会社ジャパン高槻店

569-0823

大阪府高槻市芝生町１－２１６－６

0726-78-4040

大阪府

株式会社コノミヤ高槻店

569-0825

大阪府高槻市栄町１－２－３

072-695-0561

大阪府

イオンリテール株式会社イオン大日店

570-0016

大阪府守口市大日東町１－１８

06-4252-3900

大阪府

株式会社キリン堂エルフ門真東店

571-0002

大阪府門真市岸和田３－３１－１５

072-800-2802
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大阪府

株式会社ライフコーポレーション門真店

571-0004

大阪府門真市上島頭５１３－２

072-885-8221

大阪府

株式会社コクミンフレスト香里園店

572-0084

大阪府寝屋川市香里南之町１９－１７フレスト香里園１Ｆ

072-837-2780

大阪府

株式会社ライフコーポレーション香里園店

572-0085

大阪府寝屋川市香里新町２８－３－１

072-802-2481

大阪府

株式会社スギ薬局寝屋川木田店

572-0822

大阪府寝屋川市木田元宮１－２０－１

072-803-6636

大阪府

株式会社コクミン京阪萱島駅店

572-0827

大阪府寝屋川市萱島本町１９８－１

072-801-5223

大阪府

ホームセンターコーナン寝屋川昭栄店

572-0834

大阪府寝屋川市昭栄町１８－２０

072-811-3660

大阪府

ココカラファインプラスイズミヤ寝屋川店

572-0837

大阪府寝屋川市早子町２３－１－１０４イズミヤ寝屋川店１Ｆ

072-813-3358

大阪府

ダイコクドラッグ京阪寝屋川市駅前店

572-0838

大阪府寝屋川市八坂町１７－２八坂ビル内

072-801-1400

大阪府

株式会社マツモトキヨシビバモール寝屋川店

572-0855

大阪府寝屋川市寝屋南２－２２－２ビバモール寝屋川内

072-811-5505

大阪府

株式会社ドン・キホーテ枚方店

573-0005

大阪府枚方市池之宮２－３０－１０

072-848-9200

大阪府

株式会社コノミヤ枚方店

573-0067

大阪府枚方市伊加賀緑町１－１５

072-861-0561

大阪府

株式会社キリン堂枚方大峰店

573-0146

大阪府枚方市大峰元町２－１－２

072-858-5911

大阪府

株式会社ジャパン枚方牧野店

573-1127

大阪府枚方市上島町１３－１５

072-855-5552

大阪府

ジャパン枚方田口店

573-1162

大阪府枚方市田口４－３１－１５

072-807-6217

大阪府

株式会社ジャパン枚方長尾店

573-1162

大阪府枚方市田口山３－２１８１－１

072-866-4422

大阪府

株式会社キリン堂都丘店

573-1165

大阪府枚方市都丘町１－２３

072-848-3137

大阪府

株式会社ジャパン大東店

574-0044

大阪府大東市諸福８－２－２０

072-875-7500

大阪府

ホームセンターコーナン大東新田店

574-0051

大阪府大東市新田境町５－２８

072-806-5700

大阪府

株式会社ジャパン大東氷野店

574-0062

大阪府大東市氷野３－１

072-875-8989

大阪府

株式会社ジャパン四條畷店

575-0041

大阪府四條畷市蔀屋新町３０４－１

072-878-6000

大阪府

株式会社コノミヤ徳庵店

577-0002

大阪府東大阪市稲田上町２－２－１

06-6746-0350

大阪府

株式会社スギ薬局東大阪楠根店

577-0006

大阪府東大阪市楠根３－１５－５

06-4306-4795

大阪府

株式会社ジャパン東大阪御厨店

577-0035

大阪府東大阪市御厨中１－１０－１２

06-6784-3535

大阪府

株式会社コクミン近鉄布施駅店

577-0056

大阪府東大阪市長堂１－１－１８近鉄布施駅２Ｆ

06-6782-5939

大阪府

株式会社キリン堂東大阪長堂店

577-0067

大阪府東大阪市高井田西１－１－９

06-6784-3911

大阪府

シグマ薬品株式会社大蓮店

577-0824

大阪府東大阪市大蓮東４－５－６

06-6724-3927

大阪府

株式会社スギ薬局渋川店

577-0836

大阪府東大阪市渋川町１－４－１２

06-6730-6134

大阪府

スギドラッグ菱江店

578-0925

大阪府東大阪市稲葉１－６－２６

072-929-9911

大阪府

株式会社ライフコーポレーション玉串店

578-0932

大阪府東大阪市玉串町１－６０６－１

0729-67-1251

大阪府

株式会社ジャパン若江店

578-0935

大阪府東大阪市若江東町４－４－３

06-6728-2121

大阪府

株式会社コノミヤ若江岩田店

578-0941

大阪府東大阪市岩田町３－９－１

06-6726-0007

大阪府

株式会社ドン・キホーテＰＡＷいしきり店

579-8013

大阪府東大阪市西石切町７－３－４６

0729-80-8155

大阪府

スギドラッグ東大阪旭町店

579-8048

大阪府東大阪市旭町２２－２６－１Ｆ

072-975-5950

大阪府

株式会社スギ薬局ひょうたん山店

579-8056

大阪府東大阪市若草町５－３５

072-929-8925

大阪府

ミックファーマシー瓢箪山店

579-8058

大阪府東大阪市神田町１－３

0729-81-8863

大阪府

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ松原店

580-0013

大阪府松原市丹南３－２－１０

072-337-5811

大阪府

ココカラファイン河内松原駅北店

580-0016

大阪府松原市上田２－４－１

072-289-9916

大阪府

株式会社キリン堂松原上田店

580-0016

大阪府松原市上田４－２－１７

072-330-1700

大阪府

薬マツモトキヨシゆめニティまつばら店

580-0016

大阪府松原市上田３－６－１ゆめニティまつばら内

072-334-7760

大阪府

マツモトキヨシセブンパーク天美店

580-0032

大阪府松原市天美東３－５００セブンパーク天美内

072-336-7880

大阪府

株式会社キリン堂八尾東本町店

581-0004

大阪府八尾市東本町５－１－３５

072-990-6322

大阪府

シグマ薬品株式会社八尾店

581-0006

大阪府八尾市清水町２－９

0729-93-1544

大阪府

スーパードラッグシグマアクロスプラザ八尾店

581-0023

大阪府八尾市都塚４－４５－１アクロスプラザ八尾内

072-940-6580

大阪府

株式会社ライフコーポレーション志紀店

581-0031

大阪府八尾市志紀町１－８８

0729-48-5301

大阪府

ココカラファインプラスイズミヤスーパーセンター八尾店

581-0036

大阪府八尾市沼１－１イズミヤスーパーセンター八尾店内

072-940-6993

大阪府

株式会社ライフコーポレーション八尾店

581-0081

大阪府八尾市南本町１－１０－１０

0729-25-1331

大阪府

スーパードラッグシグマ南植松店

581-0091

大阪府八尾市南植松町４－１－１

072-993-3411

大阪府

株式会社コノミヤ近鉄八尾駅前店

581-0802

大阪府八尾市北本町２－１３－１

072-992-0561

大阪府

株式会社スギ薬局八尾福万寺店

581-0842

大阪府八尾市福万寺町１－９４－１

072-920-4616

大阪府

薬マツモトキヨシ柏原駅前店

582-0006

大阪府柏原市清州１－２－１

072-975-5324

大阪府

シグマ薬品株式会社柏原大県店

582-0018

大阪府柏原市大県４－１７－７

0729-71-4074

大阪府

株式会社東海セイムスドラッグセイムス羽曳野埴生野店

583-0866

大阪府羽曳野市埴生野５７３－１

072-959-3315

大阪府

スギドラッグ野々上店

583-0871

大阪府羽曳野市野々上３－１５－１

072-978-8137

大阪府

株式会社ドン・キホーテ羽曳野店

583-0875

大阪府羽曳野市樫山６８－２

0729-31-3911

大阪府

株式会社ドン・キホーテ富田林店

584-0025

大阪府富田林市若松町西３－１５６０

0721-23-8211

大阪府

スーパーセンタートライアル富田林店

584-0048

大阪府富田林市西板持町４－７６

0721-30-3195

大阪府

コノミヤ富田林店

584-0092

大阪府富田林市昭和町１－７－１

0721-20-0561

大阪府

コノミヤ河内長野店

586-0006

大阪府河内長野市松ケ丘中町１２９０－１

0721-52-0555

大阪府

株式会社キリン堂河内長野栄店

586-0032

大阪府河内長野市栄町２４－４３

0721-50-1010

大阪府

株式会社オークワ河内長野店

586-0037

大阪府河内長野市上原町８９５－１

0721-56-6300

大阪府

株式会社コノミヤ南花台店

586-0077

大阪府河内長野市南花台３－６－１０

0721-60-0561

大阪府

株式会社スギ薬局堺東雲店

590-0013

大阪府堺市堺区東雲西町３－６－２５

072-275-6050

大阪府

オーエスドラッグ三国ケ丘店

590-0024

大阪府堺市堺区向陵中町２－７－１

072-240-0680

大阪府

株式会社コクミン高島屋堺店

590-0028

大阪府堺市三国ケ丘御幸通５９

072-225-5593

大阪府

株式会社コクミンドラッグストアシルク泉ヶ丘店

590-0103

大阪府堺市深阪南１４０スーパーサカグチ内

072-234-3608

大阪府

株式会社コノミヤ泉ケ丘店

590-0105

大阪府堺市竹城台１－１－３

072-295-0561

大阪府

株式会社キリン堂熊取店

590-0406

大阪府泉南郡熊取町大久保東１－３－２

0724-53-4610

大阪府

スギ薬局堺旭ケ丘店

590-0808

大阪府堺市堺区旭ケ丘中町１－１－２１

072-280-1036

大阪府

株式会社ジャパン堺浜寺店

590-0813

大阪府堺市神石市之町９－２９

0722-66-8383

大阪府

ドラッグセイムス堺大小路店

590-0952

大阪府堺市堺区市之町東１－１－３

072-242-3555

大阪府

株式会社スギ薬局北花田店

591-8002

大阪府堺市北区北花田町１－４

072-269-4547

大阪府

スギドラッグ新金岡店

591-8025

大阪府堺市北区長曽根町７２０－１

072-245-9601

大阪府

ライフ高石店

592-0004

大阪府高石市高師浜３－２０－２０

072-265-1520

大阪府

キリン堂高石加茂店

592-0012

大阪府高石市西取石３－８－４０

072-267-7644

大阪府

株式会社ジャパン高石店

592-0012

大阪府高石市西取石８－６

0722-64-9757

大阪府

株式会社コノミヤ高石店

592-0014

大阪府高石市綾園１－９－１

0722-64-0561

大阪府

株式会社コノミヤ浜寺店

592-8335

大阪府堺市浜寺石津町東４－５－５１

072-241-0561

大阪府

株式会社コクミンおおとりウイングス店

593-8324

大阪府堺市西区鳳東町７－７３３

072-260-1588

大阪府

大阪いずみ市民生活協同組合コープ和泉中央店

594-0041

大阪府和泉市いぶき野４－５－１９

0725-51-7720

大阪府

株式会社コノミヤ和泉府中店

594-0071

大阪府和泉市府中町１－２０－１

072-546-0561

大阪府

株式会社オークワ和泉店

594-0074

大阪府和泉市小田町４３７－１

0725-46-7171

大阪府

スギドラッグのぞみ野店

594-1105

大阪府和泉市のぞみ野２－５－１４

0725-90-5212

大阪府

株式会社キリン堂のぞみ野店

594-1105

大阪府和泉市のぞみ野３－１２３７－１１

0725-50-3122

大阪府

コノミヤ泉大津店

595-0025

大阪府泉大津市旭町１６－１

0725-22-0561
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大阪府

スギドラッグ泉大津東雲店

595-0026

大阪府泉大津市東雲町７－１４

0725-51-7491

大阪府

株式会社コクミンドラッグストアシルク岸和田店

596-0001

大阪府岸和田市磯上町４－７－７

0724-38-4694

大阪府

株式会社キリン堂荒木店

596-0004

大阪府岸和田市荒木町２－７－３２

072-448-6388

大阪府

株式会社長崎屋メガドンキホーテ岸和田店

596-0006

大阪府岸和田市春木若松町２１－１長崎屋岸和田店２Ｆ

072-431-5815

大阪府

株式会社スギ薬局岸和田山直店

596-0808

大阪府岸和田市三田町１２－１

072-440-2501

大阪府

株式会社スギ薬局岸和田上松店

596-0827

大阪府岸和田市上松町３－５－９

072-479-5600

大阪府

株式会社オークワ岸和田八田店

596-0841

大阪府岸和田市八田町３６７

0724-28-1300

大阪府

大阪いずみ市民生活協同組合コープ貝塚店

597-0013

大阪府貝塚市津田北町２８－１

072-431-1970

大阪府

株式会社スギ薬局貝塚半田店

597-0033

大阪府貝塚市半田６０４－１

072-420-0671

大阪府

イオンリテール株式会社イオン貝塚店

597-0053

大阪府貝塚市地蔵堂７４－２

072-430-1501

大阪府

株式会社オークワ貝塚三ツ松店

597-0105

大阪府貝塚市三ツ松１４７６

0724-46-7999

大阪府

スギドラッグ日根野店

598-0021

大阪府泉佐野市日根野７１０９

072-447-7626

大阪府

スーパーセンタートライアルりんくう店

598-0048

大阪府泉佐野市りんくう往来北１－１０

072-458-3288

大阪府

大阪いずみ市民生協コープいこらもーる泉佐野店

598-0062

大阪府泉佐野市下瓦屋２－２－７７いこらもーる泉佐野１Ｆ

072-493-2001

大阪府

スーパードラッグイレブン泉佐野鶴原店

598-0071

大阪府泉佐野市鶴原１２３８

072-461-1406

大阪府

株式会社ツルハ鳥取店

599-0204

大阪府阪南市鳥取４２６－１

0724-73-3958

大阪府

株式会社マツモトキヨシ初芝店

599-8114

大阪府堺市東区日置荘西町１－１２－１８

072-285-7023

大阪府

株式会社スギ薬局堺大野芝店

599-8233

大阪府堺市中区大野芝町２３－１

072-247-5661

大阪府

株式会社ジャパン堺深井店

599-8236

大阪府堺市深井沢町３４０５

0722-81-6699

大阪府

株式会社スギ薬局堺福田店

599-8241

大阪府堺市福田８６７

072-230-3558

大阪府

ドラッグアカカベ深阪店

599-8253

大阪府堺市中区深阪２－１１－４３

072-234-4139

大阪府

株式会社コクミン深阪店

599-8253

大阪府堺市中区深阪２３６６

072-230-2593

大阪府

株式会社スギ薬局堺深井店

599-8262

大阪府堺市中区八田北町４７５

072-276-6651

大阪府

スギドラッグ深井中町店

599-8272

大阪府堺市中区深井中町１２１６－７

072-245-9481

兵庫県

ダイコクドラッグ高速神戸駅西口店

650-0027

兵庫県神戸市中央区中町通４－２－２３

078-367-3305

兵庫県

イオンリテール株式会社Ｒ．Ｏ．Ｕ神戸ハーバーランド店

650-0044

兵庫県神戸市中央区東川崎町１－７－２ｕｍｉｅ内

078-381-2011

兵庫県

株式会社ライフコーポレーション春日野道店

651-0075

兵庫県神戸市中央区北本町通１－１－２３

078-222-4101

兵庫県

スギドラッグ三宮店

651-0085

兵庫県神戸市中央区八幡通３－１－１４

078-252-4611

兵庫県

株式会社スギ薬局三宮旭通店

651-0095

兵庫県神戸市中央区旭通４－１－４シティタワープラザ２Ｆ

078-241-1160

兵庫県

ウエルシア大池店

651-1242

兵庫県神戸市北区山田町上谷上字古々山３１－１

078-582-0343

兵庫県

生活協同組合コープこうべデイズ神戸西

651-2111

兵庫県神戸市西区池上３－３－１

078-974-3939

兵庫県

株式会社ジャパン大蔵谷店

651-2113

兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬字皆竹７８７－１

078-975-2460

兵庫県

株式会社キリン堂神戸桜が丘店

651-2226

兵庫県神戸市西区桜が丘中町３－２－１６

078-995-1116

兵庫県

生活協同組合コープこうべミニ桜が丘

651-2226

兵庫県神戸市西区桜が丘中町３－２－３

078-994-2211

兵庫県

ダイコクドラッグゼニヤダイコク店

652-0032

兵庫県神戸市兵庫区荒田町１－１９－５湊川センタービルＢ棟

078-579-8557

兵庫県

株式会社キリン堂サーバ兵庫南店

652-0897

兵庫県神戸市兵庫区駅南通３－４－５

078-685-1566

兵庫県

株式会社コクミン兵庫駅店

652-0897

兵庫県神戸市兵庫区駅南通５－３－２兵庫駅内

078-579-8593

兵庫県

株式会社キリン堂サーバ長田店

653-0004

兵庫県神戸市長田区四番町７－１１

078-574-4611

兵庫県

ツルハドラッグ長田神社前店

653-0811

兵庫県神戸市長田区大塚町１－８－１５

078-742-6609

兵庫県

マツモトキヨシビバタウン板宿店

654-0011

兵庫県神戸市須磨区前池町３－４－１ビバタウン板宿１Ｆ

078-739-5015

兵庫県

株式会社スギ薬局板宿店

654-0021

兵庫県神戸市須磨区平田町２－２－６－１Ｆ

078-739-6801

兵庫県

株式会社ライフコーポレーション須磨鷹取店

654-0026

兵庫県神戸市須磨区大池町３－１－３２

078-731-1512

兵庫県

キリン堂須磨離宮公園店

654-0081

兵庫県神戸市須磨区高倉台１－１－３

078-739-5760

兵庫県

株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ横尾店

654-0131

兵庫県神戸市須磨区横尾１－５

078-741-7777

兵庫県

株式会社スギ薬局須磨北店

654-0133

兵庫県神戸市須磨区多井畑字東山の上１３－３１

078-747-2291

兵庫県

株式会社ダイエー名谷店

654-0154

兵庫県神戸市須磨区中落合２－２－２

078-791-2811

兵庫県

株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ名谷店

654-0154

兵庫県神戸市須磨区中落合２丁目２－７須磨パティオ健康館１Ｆ

078-791-8061

兵庫県

アレックスブランチ学園都市店

655-0009

兵庫県神戸市垂水区小束山手２－２－１ブランチ神戸学園都市内

078-793-2333

兵庫県

株式会社スギ薬局舞子坂店

655-0044

兵庫県神戸市垂水区舞子坂４－１－１７フレスポ舞子坂２Ｆ

078-754-5141

兵庫県

株式会社キリン堂垂水桃山台店

655-0852

兵庫県神戸市垂水区名谷町小川２５６９－７

078-755-0525

兵庫県

くすりのレデイ淡路えなみ店

656-0425

兵庫県南あわじ市榎列小榎列１８

0799-43-5570

兵庫県

イオンリテール株式会社イオン淡路店

656-2132

兵庫県淡路市志筑新島１０－２

0799-62-6300

兵庫県

コクミンドラッグ六甲道駅店

657-0027

兵庫県神戸市灘区永手町４－１－１ＪＲ六甲道駅構内２Ｆ

078-845-9005

兵庫県

株式会社スギ薬局大石店

657-0043

兵庫県神戸市灘区大石東町５－４－１４

078-200-5223

兵庫県

ドラッグストアチャーリーサザンモール六甲店

657-0864

兵庫県神戸市灘区新在家南町1-2-1 サザンモール六甲

兵庫県

株式会社ライフコーポレーション本山店

658-0015

兵庫県神戸市東灘区本山南町６－１０－２８

078-411-2811

兵庫県

生活協同組合コープこうべシーア

658-0051

兵庫県神戸市東灘区住吉本町１－２－１

078-811-0001

兵庫県

生活協同組合コープこうべデイズ芦屋店

659-0092

兵庫県芦屋市大原町９－１

0797-31-2222

兵庫県

株式会社スギ薬局尼崎南七松店

660-0053

兵庫県尼崎市南七松町２－８－２２

06-6430-1350

兵庫県

株式会社ライフコーポレーション武庫川店

660-0084

兵庫県尼崎市武庫川町２－５３

06-6419-2290

兵庫県

株式会社スギ薬局尼崎西長洲店

660-0807

兵庫県尼崎市長洲西通１－８－２３

06-4868-8101

兵庫県

オーエスドラッグ三和店

660-0883

兵庫県尼崎市神田北通５－１３６－６

06-6413-8031

兵庫県

スギドラッグ尼崎三和店

660-0883

兵庫県尼崎市神田北通６－１５２－２－１Ｆ

06-6430-9812

兵庫県

株式会社スギ薬局阪神尼崎店

660-0884

兵庫県尼崎市神田中通４－１５７

06-6430-5519

兵庫県

コノミヤ尼崎店

660-0893

兵庫県尼崎市西難波町４－５－９

06-6489-0561

兵庫県

株式会社マツモトキヨシ園田阪急プラザ店

661-0953

兵庫県尼崎市東園田町９－４８－１

06-6498-7255

兵庫県

株式会社ナガタ薬品アルカドラッグビエラ塚口店

661-0979

兵庫県尼崎市上坂部１－１－１ビエラ塚口２Ｆ

06-6493-7088

兵庫県

株式会社ニシイチドラッグ健康館苦楽園店

662-0085

兵庫県西宮市老松町１－５

0798-74-2417

兵庫県

株式会社ニシイチドラッグ健康館上ケ原店

662-0894

兵庫県西宮市上ケ原四番町３－１６

0798-52-2412

兵庫県

株式会社ドン・キホーテＰＡＷ西宮店

662-0918

兵庫県西宮市六湛寺町１－１３

0798-38-7366

兵庫県

株式会社ジャパン西宮戎店

662-0947

兵庫県西宮市宮前町３０－２

0798-22-4664

兵庫県

マツモトキヨシエビスタ西宮店

662-0973

兵庫県西宮市田中町１－６エビスタ西宮２Ｆ

0798-38-1638

兵庫県

株式会社ジャパン西宮店

663-8013

兵庫県西宮市門前町２－３

0798-68-2121

兵庫県

生活協同組合コープこうべ北口食彩館

663-8035

兵庫県西宮市北口町１－２－１３６

0798-65-1101

兵庫県

株式会社キリン堂鳴尾店

663-8135

兵庫県西宮市上田西町２－１１

0798-42-3666

兵庫県

株式会社スギ薬局コロワ甲子園店

663-8166

兵庫県西宮市甲子園高潮町３－３Ｃｏｒｏｗａ甲子園Ｂ１Ｆ

0798-31-5546

兵庫県

株式会社キリン堂サーバ伊丹荒牧店

664-0001

兵庫県伊丹市荒牧７－１５－３

072-780-5314

兵庫県

ドラッグミックオアシスタウン伊丹鴻池店

664-0006

兵庫県伊丹市鴻池４－１－１０オアシスタウン伊丹鴻池内

072-744-1700

兵庫県

キリン堂伊丹野間店

664-0873

兵庫県伊丹市野間８－５－２６

072-773-5222

兵庫県

株式会社スギ薬局昆陽東店

664-0886

兵庫県伊丹市昆陽東１－２－７阪急オアシス伊丹昆陽東店１Ｆ

072-744-1671

兵庫県

ドラッグミック逆瀬川店

665-0035

兵庫県宝塚市逆瀬川１－１－１アピアさかせがわ１－３Ｆ

0797-78-6160

兵庫県

マツモトキヨシ仁川店

665-0061

兵庫県宝塚市仁川北３－７－２０－１Ｆ

0798-31-0068

兵庫県

スギドラッグ宝塚中山店

665-0867

兵庫県宝塚市売布東の町２１－２２ダイエー１Ｆ

0797-80-7662

兵庫県

株式会社ニシイチドラッグ健康館山本駅前店

665-0881

兵庫県宝塚市山本東３－５－２０

0797-80-2419
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兵庫県

株式会社ジャパン川西久代店

666-0024

兵庫県川西市久代５－５－１

0727-57-5550

兵庫県

株式会社ジャパン河西店

666-0138

兵庫県川西市西多田２－１８

0727-92-4455

兵庫県

株式会社ナフコホームプラザナフコ猪名川店

666-0245

兵庫県川辺郡猪名川町つつじが丘２－３３－２

072-767-4601

兵庫県

上新電機株式会社マザーピア豊岡店

668-0013

兵庫県豊岡市中陰５５３

0796-26-5222

兵庫県

株式会社さとう豊岡店

668-0031

兵庫県豊岡市大手町４－５アイティ内

0796-22-0001

兵庫県

ドラッグストアチャーリーウッディータウン店

669-1321

兵庫県三田市けやき台１－１０－１

079-561-2220

兵庫県

株式会社スギ薬局三田店

669-1513

兵庫県三田市三輪４－５－２０ミスミモール内

079-265-8204

兵庫県

株式会社キリン堂三田店

669-1543

兵庫県三田市下深田３８６

0795-53-2570

兵庫県

イオンリテールストア株式会社イオン三田店

669-1546

兵庫県三田市弥生が丘１－１－１

079-562-4711

兵庫県

ジャパン氷上店

669-3466

兵庫県丹波市氷上町稲継堂ノ坪２５０－１

0795-82-5151

兵庫県

ｙｏｕｍｅタウン姫路店

670-0055

兵庫県姫路市神子岡前３－１２－１７

079-299-1820

兵庫県

株式会社ナフコホームプラザナフコ姫路店

670-0943

兵庫県姫路市市之郷町３－４８－２

0792-21-8681

兵庫県

ザグザグ姫路大津店

671-1136

兵庫県姫路市大津区恵美酒町２－１１３

079-239-8666

兵庫県

キリン堂太子店

671-1531

兵庫県揖保郡太子町立岡９１－１

079-276-6570

兵庫県

ガルドドラッグ太子南店

671-1535

兵庫県揖保郡太子町蓮常寺２８１

0792-77-6888

兵庫県

株式会社スギ薬局飾磨中浜店

672-8085

兵庫県姫路市飾磨区中浜町１－２１

079-230-0304

兵庫県

株式会社マツモトキヨシステーション西明石店

673-0005

兵庫県明石市小久保２－７－２０

078-928-6580

兵庫県

スギドラッグ明石硯町店

673-0028

兵庫県明石市硯町１－９－２０スーパーマルハチ硯町店２Ｆ

078-962-4872

兵庫県

株式会社ジャパン三木志染店

673-0541

兵庫県三木市志染町広野１－１０３

0794-85-7747

兵庫県

株式会社ジャパン三木店

673-0713

兵庫県三木市細川町豊地３２５

0794-89-2110

兵庫県

株式会社キリン堂朝霧店

673-0855

兵庫県明石市中朝霧丘６－４

078-915-5007

兵庫県

スーパードラッグイレブンＣＯＭＢＯＸ明舞店

673-0862

兵庫県明石市松が丘２－３－３コムボックス明舞内

078-917-3384

兵庫県

株式会社ジャパン加古川平野店

675-0063

兵庫県加古川市加古川町平野２５０

079-421-3600

兵庫県

スギドラッグ土山店

675-0104

兵庫県加古川市平岡町土山１１１０－１３

078-939-4783

兵庫県

株式会社キリン堂稲美店

675-1115

兵庫県加古郡稲美町国岡６－１９５

079-496-5370

兵庫県

株式会社ジャパン明石稲美店

675-1115

兵庫県加古郡稲美町国岡２－１０－２

0794-92-1554

兵庫県

イオンリテール株式会社イオン加西北条店

675-2312

兵庫県加西市北条町北条３０８－１

0790-45-3500

兵庫県

株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ加西店

675-2312

兵庫県加西市北条町北条７７－１

0790-42-7077

兵庫県

株式会社さとうフレッシュさとう西脇店

677-0016

兵庫県西脇市高田井町２８３

0795-23-4151

兵庫県

ウエルシア相生店

678-0021

兵庫県相生市赤坂１－６－２３

0791-22-8870

兵庫県

株式会社キリン堂相生店

678-0052

兵庫県相生市大島町１－１２

0791-24-7120

兵庫県

ジャパン滝野店

679-0211

兵庫県加東市上滝野字芝崎２４６

0795-48-5090

兵庫県

株式会社ジャパン香寺店

679-2161

兵庫県姫路市香寺町溝口字中嶋９５０－１

079-232-4949

兵庫県

株式会社ライフコーポレーション福崎店

679-2204

兵庫県神崎郡福崎町西田原１７０６

0790-22-7731

兵庫県

生活協同組合コープこうべエコー龍野

679-4121

兵庫県龍野市龍野町島田１０－１

0791-62-0015

兵庫県

株式会社キリン堂たつの店

679-4167

兵庫県たつの市龍野町富永１００５－４５

0791-64-6760

奈良県

株式会社オークワスーパーセンター生駒上町店

630-0131

奈良県生駒市上町４４３９－１

0743-70-1001

奈良県

スギドラッグ東生駒店

630-0215

奈良県生駒市東菜畑１－２５６

0743-85-5701

奈良県

株式会社ジャパン生駒店

630-0241

奈良県生駒市松美台２０－２

0743-75-6100

奈良県

株式会社スギ薬局ミ・ナーラ店

630-8012

奈良県奈良市二条大路南１－３－１ミ・ナーラ１Ｆ

0742-81-4308

奈良県

株式会社ドン・キホーテ奈良店

630-8031

奈良県奈良市柏木町４８０－１

0742-30-5211

奈良県

スギドラッグ登美ケ丘店

631-0003

奈良県奈良市中登美ケ丘３－１

0742-81-7576

奈良県

株式会社オークワスーパーセンター富雄中町店

631-0052

奈良県奈良市中町４８７６

0742-52-2212

奈良県

株式会社近商ストア高の原店

631-0805

奈良県奈良市右京１－３－４

0742-71-6521

奈良県

株式会社マツモトキヨシ大和西大寺駅前店

631-0821

奈良県奈良市西大寺東町２－１－６３

074-230-0066

奈良県

株式会社コクミン大和西大寺駅中店

631-0823

奈良県奈良市西大寺国見町１－１－１大和西大寺駅構内

0742-30-5930

奈良県

株式会社オークワ天理南店

632-0071

奈良県天理市田井庄町４４１

0743-62-6001

奈良県

株式会社ドン・キホーテ天理店

632-0071

奈良県天理市田井庄町４７０－１

0743-69-4311

奈良県

株式会社スギ薬局天理店

632-0094

奈良県天理市前栽町９８－１

0743-68-1101

奈良県

株式会社キリン堂桜井店

633-0061

奈良県桜井市上之庄６７８－１

0744-44-5334

奈良県

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ桜井店

633-0067

奈良県桜井市大福１０３９－１

0744-44-2711

奈良県

スーパーおくやま橿原店

634-0003

奈良県橿原市常盤町５９２－１

0744-20-1688

奈良県

株式会社オークワ橿原常盤店

634-0003

奈良県橿原市常盤町大字大殿４３６－１

0744-21-0007

奈良県

株式会社ジャパン橿原店

634-0007

奈良県橿原市葛本町５０５

0744-24-3660

奈良県

ココカラファイン橿原神宮東店

634-0046

奈良県橿原市栄和町４－１

0744-25-5623

奈良県

株式会社オークワ橿原醍醐店

634-0072

奈良県橿原市醍醐町字西筋見３４２－１

0744-21-0008

奈良県

クスリのアオキ藤原京店

634-0074

奈良県橿原市四分町２５１－１

0744-47-2261

奈良県

株式会社オークワ橿原畝傍店

634-0074

奈良県橿原市四分町８８

0744-29-7770

奈良県

株式会社オークワ橿原真菅店

634-0831

奈良県橿原市曽我町８０３－１

0744-25-7161

奈良県

株式会社オークワ大和高田店

635-0074

奈良県大和高田市市場６３６－１

074-552-1990

奈良県

ココカラファインプラスイズミヤ広陵店

635-0825

奈良県北葛城郡広陵町安部４５０－１イズミヤスーパーセンター広陵店内

0745-43-7879

奈良県

株式会社近商ストア真美ケ丘店

635-0832

奈良県北葛城郡広陵町馬見中４－１

0745-54-5000

奈良県

スギ薬局奈良王寺店

636-0002

奈良県北葛城郡王寺町王寺２－２－２０

0745-44-3217

奈良県

株式会社クスリのアオキ斑鳩店

636-0154

奈良県生駒郡斑鳩町龍田西５－７－２

0745-43-5096

奈良県

株式会社スーパーおくやま新町店

636-0312

奈良県磯城郡田原本町新町６８５－６

07443-3-3063

奈良県

株式会社ライフコーポレーション大淀店

638-0811

奈良県吉野郡大淀町土田２４３－１

0747-52-7271

奈良県

株式会社キリン堂大淀桧垣本店

638-0812

奈良県吉野郡大淀町桧垣本１３９９－１

0747-54-2133

奈良県

クスリのアオキ真美ケ丘店

639-0223

奈良県香芝市真美ケ丘２－１３－１７

0745-44-3802

奈良県

株式会社オークワ香芝南店

639-0227

奈良県香芝市鎌田３９０－１

0745-78-7030

奈良県

株式会社オークワ香芝逢坂店

639-0251

奈良県香芝市逢坂８－２１２－１

0745-79-6611

奈良県

株式会社オークワ新庄店

639-2123

奈良県北葛城郡新庄町忍海３９０－１

0745-63-3050

奈良県

株式会社ライフコーポレーション御所店

639-2302

奈良県御所市東松本１９０

0745-65-1101

和歌山県 株式会社オークワ貴志川店

640-0413

和歌山県那賀郡貴志川町神戸野手２０５－１

0736-64-7778

和歌山県 ココカラファインプラスイズミヤ和歌山店

640-8325

和歌山県和歌山市新生町７－２０イズミヤ和歌山店１Ｆ

073-488-8084

和歌山県 株式会社オークワ大浦街道店

640-8404

和歌山県和歌山市湊西の坪４５－２

073-425-5666

和歌山県 株式会社オークワパームシティ和歌山店

640-8433

和歌山県和歌山市中野３１－１

0734-56-2000

和歌山県 スーパーエバグリーン古屋店

640-8435

和歌山県和歌山市古屋９５－１

073-480-6800

和歌山県 イオンリテール株式会社イオン和歌山店

640-8451

和歌山県和歌山市中字楠谷５７３

073-456-2700

和歌山県 株式会社オークワスーパーセンターセントラルシティ和歌山店

641-0007

和歌山県和歌山市小雑賀８０５－１

073-433-6085

和歌山県 株式会社ツルハ阪井店

642-0024

和歌山県海南市阪井１７５５－１

073-487-4748

和歌山県 株式会社ドラッグストアキリンスーパードラッグキリン御坊

649-1342

和歌山県御坊市藤田町吉田５３７－１

0738-24-2215

和歌山県 株式会社オークワ上富田店

649-2105

和歌山県西牟婁郡上富田町朝来１５４－１

0739-47-6800

和歌山県 ココカラファイン白浜店

649-2201

和歌山県西牟婁郡白浜町堅田字鴻ノ巣２８２８

0739-82-3895

和歌山県 ドラッグセイムス紀の川打田店

649-6414

和歌山県紀の川市打田１３６４－１

0736-67-8882
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和歌山県 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ紀の川店

649-6414

和歌山県紀の川市打田１３６３

0736-77-7311

和歌山県 株式会社オークワオーストリート打田店

649-6426

和歌山県那賀郡打田町下井阪５０４－１オーストリート内

0736-77-0400

和歌山県 ツルハドラッグ粉河店

649-6531

和歌山県紀の川市粉河９４１－１

0736-67-8260

和歌山県 ドラッグセイムスかつらぎ佐野店

649-7174

和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野８８１－１

0736-26-3073

和歌山県 株式会社ナフコホームプラザナフコ橋本店

649-7207

和歌山県橋本市高野口町大野１５８

0736-44-3011
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