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茨城県 株式会社クスリのアオキ中神立店 300-0016 茨城県土浦市中神立町２６－２３ 029-898-9225

茨城県 クスリのアオキおおつ野店 300-0028 茨城県土浦市おおつ野２－１－１５ 029-886-6070

茨城県 クスリのアオキ都和店 300-0061 茨城県土浦市並木５－４１２８－５ 029-886-5600

茨城県 株式会社ドン・キホーテＰＡＷ土浦北店 300-0064 茨城県土浦市東若松町３９９３ 029-835-9411

茨城県 ドラッグてらしまかすみがうら大和田店 300-0124 茨城県かすみがうら市大和田５９２－４５ 029-897-0348

茨城県 ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ佐原東店 300-0726 茨城県稲敷市西代１４８０ 0299-80-5511

茨城県 コレコレ牛久店 300-1207 茨城県牛久市ひたち野東４３－１ 0298-70-1322

茨城県 いばらきコープ生協牛久店 300-1222 茨城県牛久市南１－１８－３３ 0298-73-2023

茨城県 ウエルシア新牛久上柏田店 300-1232 茨城県牛久市上柏田２－３３－６ 029-878-2051

茨城県 メガセンタートライアル石下店 300-2707 茨城県常総市本石下４４２１―１ 0297-30-8003

茨城県 ドラッグストアクラモチ八千代南店 300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷６９１－６ 0296-30-3399

茨城県 ドラッグてらしま真壁店 300-4417 茨城県真壁郡真壁町飯塚９９８ 0296-20-7418

茨城県 株式会社クスリのアオキ寺後店 301-0836 茨城県龍ケ崎市寺後３４９３－１ 0297-86-8222

茨城県 株式会社ミスターマックス取手店 302-0005 茨城県取手市東４－５－１ 0297-70-5010

茨城県 ディスカウントドラッグコスモスゆめみ野店 302-0039 茨城県取手市ゆめみ野４－１－１ 0297-86-8884

茨城県 株式会社ミスターマックス守谷店 302-0104 茨城県守谷市久保ケ丘２－１－１ 0297-47-8755

茨城県 コレコレ新守屋店 302-0127 茨城県守谷市松ケ丘６－６－１ 0297-21-1081

茨城県 ウエルシア常総北水海道店 303-0005 茨城県常総市水海道森下町４１４１－１ 0297-30-6030

茨城県 クスリのアオキ水海道諏訪店 303-0021 茨城県常総市水海道諏訪町３２４９－４ 0297-44-7081

茨城県 イオンリテール株式会社イオン下妻店 304-0033 茨城県下妻市堀篭９７２－１ 0296-30-1700

茨城県 ドラッグてらしま下妻店 304-0041 茨城県下妻市古沢４－２ 0296-43-8308

茨城県 ドラッグストアマツモトキヨシさくらの杜ショッピングセンター店 305-0019 茨城県つくば市さくらの森２５－５さくらの杜ショッピングセンター内 029-893-4145

茨城県 株式会社スギ薬局つくば店 305-0034 茨城県つくば市小野崎千駄苅２７８－１ 029-868-6566

茨城県 ワンダーグーつくば店 305-0817 茨城県つくば市研究学園Ａ５０街区１ 029-860-8260

茨城県 スギドラッグ古河あかやまジョイ店 306-0004 茨城県古河市雷電町１－１８あかやまＪＯＹ内 0280-23-4382

茨城県 マツモトキヨシマーケットシティ古河店 306-0021 茨城県古河市松並２－１８－１０マーケットシティ古河内 0280-30-1285

茨城県 クスリのアオキ関戸店 306-0205 茨城県古河市関戸１７３７－１ 0280-33-5120

茨城県 ディスカウントドラッグコスモス女沼店 306-0226 茨城県古河市女沼３３６－１ 0280-33-6711

茨城県 ディスカウントドラッグコスモス西牛谷店 306-0233 茨城県古河市西牛谷５４６－５ 0280-33-3554

茨城県 株式会社クスリのアオキアクロス通り店 307-0001 茨城県結城市結城７０１３－１ 0296-45-8217

茨城県 株式会社ツルハ関城店 308-0126 茨城県筑西市関本中７３－１ 0296-21-5268

茨城県 株式会社クスリのアオキ直井店 308-0803 茨城県筑西市直井１１６７ 0296-48-6856

茨城県 株式会社トライアルカンパニーメガセンタートライアル筑西店 308-0847 茨城県筑西市玉戸１０８６－５ 0296-26-7001

茨城県 クスリのアオキ桜川岩瀬店 309-1211 茨城県桜川市岩瀬２６８７－８ 0296-71-8222

茨城県 株式会社ツルハ友部店 309-1717 茨城県笠間市旭町３９７－１ 0296-70-5778

茨城県 カワチ薬品水戸オーパ店 310-0015 茨城県水戸市宮町１－７－３３水戸オーパ内 029-232-8035

茨城県 株式会社コクミン水戸エクセルみなみ店 310-0015 茨城県水戸市宮町１－１０７エクセルみなみ内 029-302-0593

茨城県 ディスカウントドラッグコスモス上水戸店 310-0041 茨城県水戸市上水戸３－７－６ 029-246-5288

茨城県 ディスカウントドラッグコスモス堀町店 310-0903 茨城県水戸市堀町１００２－４ 029-350-5780

茨城県 株式会社ツルハ水戸堀町店 310-0903 茨城県水戸市堀町９５７－１ 029-309-6268

茨城県 株式会社カワチ薬品那珂店 311-0105 茨城県那珂市菅谷５４７４－１ 029-295-3101

茨城県 株式会社マツモトキヨシ鉾田アクロス店 311-1522 茨城県鉾田市塔ケ崎１０１７－１ショッピングガーデンアクロス内 0291-34-1055

茨城県 株式会社ナフコホームプラザナフコ北鹿嶋店 311-2215 茨城県鹿嶋市和７８４－１ 0299-90-9321

茨城県 株式会社ツルハ茨城小川店 311-3411 茨城県小美玉市野田字御用山３５４－１ 0299-37-1755

茨城県 株式会社カインズホーム石岡玉里店 311-3434 茨城県新治郡玉里村栗又四ケ字逆井２５４８－１ 0299-36-3333

茨城県 株式会社ツルハ水戸赤塚店 311-4151 茨城県水戸市姫子２－３０ 029-309-6722

茨城県 ドラッグストアマツモトキヨシひたちなか笹野店 312-0018 茨城県ひたちなか市笹野町１－９－４ 029-202-5055

茨城県 株式会社ツルハひたちなか市毛店 312-0033 茨城県ひたちなか市市毛９５３－７ 029-354-0269

茨城県 いばらきコープ生活協同組合ひたちなか店 312-0062 茨城県ひたちなか市高場１６７３－２１ 029-354-3051

茨城県 株式会社ツルハ常陸太田店 313-0014 茨城県常陸太田市木崎二町１７２７－１ 0294-80-2680

茨城県 ワンダーグー鹿島店 314-0135 茨城県神栖市堀割３－３－２０ 0299-91-0175

茨城県 ディスカウントドラッグコスモス平泉東店 314-0145 茨城県神栖市平泉東３－２６－５ 0299-94-3577

茨城県 スーパーセンタートライアルかすみがうら店 315-0052 茨城県かすみがうら市下稲吉２６５４－１ 0299-59-0533

茨城県 ワンダーグー日立中央店 316-0036 茨城県日立市鮎川町１－３－３ 0294-28-5130

茨城県 クスリのアオキ南高野店 319-1224 茨城県日立市南高野町２－１６－４１ 0294-59-3755

茨城県 株式会社カインズホーム日立店 319-1231 茨城県日立市留町字前川１２７０－２ 0294-28-1000

茨城県 ウエルシア大子池田店 319-3551 茨城県久慈郡大子町池田１５０６ 0295-79-1688

栃木県 株式会社ツルハ宇都宮野沢店 320-0071 栃木県宇都宮市野沢町５３－１ 028-666-2268

栃木県 クスリのアオキ宝木店 320-0074 栃木県宇都宮市細谷町７１１－１ 028-680-5711

栃木県 クスリのアオキ南宇都宮店 320-0838 栃木県宇都宮市吉野２－８－１ 028-678-2965

栃木県 とちぎコープ生活協同組合鶴田店 320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町８６１ 028-601-8661

栃木県 ディスカウントドラッグコスモス鶴田店 320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町１０３７ 028-666-0359

栃木県 株式会社クスリのアオキ鶴田店 320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町８６０ 028-612-1117

栃木県 株式会社トライアルカンパニー宇都宮店 320-0865 栃木県宇都宮市睦町５－５ 028-614-3933

栃木県 株式会社マツモトキヨシ江曽島本町店 321-0101 栃木県宇都宮市江曽島本町２３－３ 028-645-9770

栃木県 ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ宇都宮店 321-0101 栃木県宇都宮市江曽島本町２２－７ 028-684-2211

栃木県 ツルハドラッグ宇都宮大谷店 321-0345 栃木県宇都宮市大谷町１０８２－１ 028-680-7525

栃木県 株式会社カワチ薬品石井町店 321-0912 栃木県宇都宮市石井町２８００－１５５ 028-663-7311

栃木県 株式会社ツルハ宇都宮簗瀬店 321-0934 栃木県宇都宮市簗瀬１－１－１ 028-610-2268

栃木県 マツモトキヨシカルナ宇都宮駅東店 321-0945 栃木県宇都宮市宿郷３－１６－３カルナショッピングセンター内 028-689-9175

栃木県 株式会社ツルハ宇都宮東宿郷店 321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷６－９－１７ 028-610-0268

栃木県 株式会社福田屋ショッピングプラザ宇都宮店 321-0962 栃木県宇都宮市今泉町２３７ 028-623-5111

栃木県 ディスカウントドラッグコスモス森友店 321-2335 栃木県日光市森友１００７－２ 0288-25-6660

栃木県 ドラッグてらしま今市店 321-2405 栃木県今市市芹沼字石神殿１４６１－２ 0288-22-8388

栃木県 トライアルドラッグ茂木店 321-3531 栃木県芳賀郡茂木町茂木１３９８－２ 0570-03-5550

栃木県 株式会社クスリのアオキ下高間木店 321-4335 栃木県真岡市下高間木２－１１－１ 0285-81-6330

栃木県 株式会社カワチ薬品真岡西新店 321-4337 栃木県真岡市上高間木３－２－１ 0285-85-0811

栃木県 ツルハドラッグ鹿沼晃望台店 322-0027 栃木県鹿沼市貝島町５７９－１ 0289-60-5268

栃木県 株式会社ツルハ鹿沼日吉町店 322-0074 栃木県鹿沼市日吉町５９８－１ 0289-60-1268

栃木県 ツルハドラッグ西方店 322-0606 栃木県栃木市西方町本城４４－１ 0282-21-7667

栃木県 アイココチ小山立木店 323-0062 栃木県小山市立木９３４－１ 0285-24-5350

栃木県 株式会社カワチ薬品小山東店 323-0811 栃木県小山市大字犬塚４０５－４ 0285-25-5677

栃木県 株式会社マツモトキヨシ大田原店 324-0047 栃木県大田原市美原１－３１５９－１ 0287-23-5570

栃木県 株式会社ツルハ黒磯豊浦北町店 325-0038 栃木県那須塩原市豊浦北町６９－６ 0287-60-0268
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栃木県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス黒磯末広店 325-0061 栃木県那須塩原市末広町７７－５ 0287-60-0100

栃木県 ディスカウントドラッグコスモス黒磯店 325-0067 栃木県那須塩原市清住町９５－４４ 0287-73-8920

栃木県 ドラッグセイムス足利福居店 326-0338 栃木県足利市福居町２６９－６ 0284-22-7905

栃木県 クスリのアオキ大前店 326-0845 栃木県足利市大前町８６５－１ 0284-64-9511

栃木県 クスリのアオキ犬伏店 327-0805 栃木県佐野市犬伏中町１９３４－２ 0283-86-7575

栃木県 株式会社クスリのアオキ高萩店 327-0821 栃木県佐野市高萩町４２３ 0283-86-7557

栃木県 とちぎコープ生活協同組合栃木店 328-0027 栃木県栃木市今泉町１－５－１１ 0282-27-8119

栃木県 ウエルシア栃木日ノ出町店 328-0031 栃木県栃木市日ノ出町５－１４ 0282-20-3901

栃木県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス城内店 328-0033 栃木県栃木市城内町２－２０－２０ 0282-20-7655

栃木県 クスリのアオキ薗部店 328-0074 栃木県栃木市薗部町３－５－２ 0282-28-7601

栃木県 株式会社クスリのアオキ小金井店 329-0415 栃木県下野市川中子３３２９－７ 0285-39-7281

栃木県 株式会社ツルハ宇都宮下田原店 329-1115 栃木県宇都宮市下田原町１６９１－１ 028-672-8268

栃木県 ツルハドラッグ喜連川店 329-1412 栃木県さくら市喜連川３５９２ 028-686-7268

栃木県 ディスカウントドラッグコスモス西三島店 329-2756 栃木県那須塩原市西三島５－１６８－３ 0287-53-7537

群馬県 株式会社マツモトキヨシ高崎日光店 370-0048 群馬県高崎市日光町９７－１ 027-362-1621

群馬県 株式会社クスリのアオキ飯塚店 370-0069 群馬県高崎市飯塚町７２３－１ 027-360-3001

群馬県 株式会社カワチ薬品大八木店 370-0072 群馬県高崎市大八木町６２２－４ 027-363-8611

群馬県 株式会社クスリのアオキ新田木崎店 370-0321 群馬県太田市新田木崎町５３０－２ 0276-55-2031

群馬県 株式会社クスリのアオキ大泉朝日店 370-0514 群馬県邑楽郡大泉町朝日３－１－８ 0276-61-3020

群馬県 株式会社クスリのアオキ大泉吉田店 370-0523 群馬県邑楽郡大泉町吉田３０８９ 0276-55-3191

群馬県 株式会社カインズホーム大泉店 370-0532 群馬県邑楽郡大泉町坂田５８街区１０００ 0276-20-3111

群馬県 イイズカ薬品邑楽店 370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町中野字横町４６１２－１ 0276-88-6271

群馬県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス明和新里店 370-0708 群馬県邑楽郡明和町新里４５０－１ 0276-80-7821

群馬県 イイズカ薬品上並榎店 370-0801 群馬県高崎市上並榎町４４７－３ 027-362-3842

群馬県 スギドラッグ高崎並榎店 370-0802 群馬県高崎市並榎町１５５－２ 027-395-0673

群馬県 イイズカ薬品中居店 370-0852 群馬県高崎市中居町４丁目７－１ 027-352-4920

群馬県 生活協同組合コープぐんまリセロ寺尾店 370-0865 群馬県高崎市寺尾町５５２－１ 027-310-7788

群馬県 クスリのアオキ上豊岡店 370-0871 群馬県高崎市上豊岡町５７８－５ 027-395-0232

群馬県 イイズカ薬品高崎剣崎店 370-0883 群馬県高崎市剣崎町１０６４－１ 027-344-5503

群馬県 クスリのアオキ玉村店 370-1100 群馬県佐波郡玉村町文化センター周辺土地区画整理事業２８街区１ 0270-61-6467

群馬県 株式会社クスリのアオキ七日市店 370-2343 群馬県富岡市七日市１４００－１ 0274-70-2400

群馬県 株式会社クスリのアオキ箕郷店 370-3104 群馬県高崎市箕郷町上芝６０５－１ 027-381-8113

群馬県 クスリのアオキ吉岡大久保店 370-3602 群馬県北群馬郡吉岡町大久保２８６９－１ 0279-26-8077

群馬県 ドン・キホーテ吉岡店 370-3602 群馬県北群馬郡吉岡町大久保７４７ 0279-30-5211

群馬県 株式会社カインズホーム前橋吉岡店 370-3602 群馬県北群馬郡吉岡町大久保８２１ 0279-55-6111

群馬県 イイズカ薬品東片貝店 371-0012 群馬県前橋市東片貝町６０１ 027-210-6150

群馬県 イイズカ薬品朝日町店 371-0014 群馬県前橋市朝日町１丁目２８－１０ 027-223-8426

群馬県 イイズカ薬品時沢店 371-0104 群馬県勢多郡富士見村時沢７９１ 027-230-5570

群馬県 株式会社クスリのアオキ中町店 372-0822 群馬県伊勢崎市中町６９２ 0270-75-2277

群馬県 ドラッグストアマツモトキヨシフォルテ太田店 373-0031 群馬県太田市脇屋町７９９－１ 0276-55-2068

群馬県 マツモトキヨシ太田飯塚店 373-0817 群馬県太田市飯塚町６８１－１ 0276-61-3354

群馬県 株式会社クスリのアオキ新島店 373-0819 群馬県太田市新島町９８１－４ 0276-61-3886

群馬県 ウエルシア太田富沢店 373-0832 群馬県太田市富沢町２７４ 0276-40-6311

群馬県 株式会社クスリのアオキ美園店 374-0039 群馬県館林市美園町４－４ 0276-49-5228

群馬県 株式会社カワチ薬品藤岡店 375-0005 群馬県藤岡市中字沖９２４－１ 0274-24-2818

群馬県 スギドラッグフィール藤岡店 375-0015 群馬県藤岡市中栗須３９０スーパーセンターフィール内 0274-50-9674

群馬県 株式会社しまむら渋川店 377-0003 群馬県渋川市八木原７１－２ 0279-20-1133

群馬県 株式会社クスリのアオキ渋川店 377-0008 群馬県渋川市渋川１３０７－１ 0279-26-2700

群馬県 ウエルシア沼田栄町店 378-0014 群馬県沼田市栄町２２１－３ 0278-30-3131

群馬県 株式会社クスリのアオキ高橋場店 378-0056 群馬県沼田市高橋場町３０４－１４ 0278-25-8105

群馬県 株式会社ドン・キホーテガーデン前橋店 379-2121 群馬県前橋市小屋原町４２７－１クロスガーデン前橋２Ｆ 027-280-8841

群馬県 ドラッグストアマツモトキヨシ前橋南店 379-2146 群馬県前橋市公田町６７０－１ 027-287-4323

群馬県 イイズカ薬品天川大島店 379-2154 群馬県前橋市天川大島町１１８－２ 027-290-2116

群馬県 クスリのアオキ赤堀店 379-2211 群馬県伊勢崎市市場町２－３７０－１ 0270-61-5612

群馬県 クスリのアオキ太田大原店 379-2304 群馬県太田市大原町１１２－１１ 0277-47-7637

群馬県 クスリのアオキ阿左美北店 379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美２０２９－１ 0277-46-6271

群馬県 株式会社クスリのアオキ阿左美店 379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美３１８４－１ 0277-32-3134

群馬県 ディスカウントドラッグコスモス笠懸店 379-2312 群馬県みどり市笠懸町久宮２５－１ 0277-47-7366

群馬県 株式会社クスリのアオキ笠懸店 379-2312 群馬県みどり市笠懸町久宮１２７－４ 0277-46-7731

埼玉県 スギドラッグ浦和神明店 330-0065 埼玉県さいたま市浦和区神明２－１３－１３ 048-816-3785

埼玉県 株式会社ドン・キホーテ大宮東口店 330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町１－６０ 048-658-8211

埼玉県 ローズマリーコクーン店 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２ 048-601-0314

埼玉県 アインズ＆トルペ大宮アルシェ店 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－１－１大宮アルシェ２Ｆ 048-778-8545

埼玉県 ウエルシアダイエー大宮店 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－３ダイエー大宮店１Ｆ 048-657-6200

埼玉県 イイズカ薬品土屋店 331-0062 埼玉県さいたま市土屋１２－２ 048-626-2351

埼玉県 ディスカウントドラッグコスモス西大宮店 331-0078 埼玉県さいたま市西区西大宮３－３３ 048-782-9933

埼玉県 株式会社スギ薬局大宮宮原店 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町３－１５６ 048-669-1133

埼玉県 株式会社スギ薬局大宮植竹店 331-0813 埼玉県さいたま市北区植竹町１－３３６－１ 048-668-7575

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス川口末広店 332-0005 埼玉県川口市新井町２１－６ 048-225-1631

埼玉県 株式会社スギ薬局ミエル川口店 332-0012 埼玉県川口市本町２－７－２５ミエルかわぐち１Ｆ 048-229-4125

埼玉県 アインズドラッグストアトルペ川口店 332-0017 埼玉県川口市栄町３－７－１キャスティ３Ｆ 048-242-0630

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス原町店 332-0025 埼玉県川口市原町４－１９ 048-250-0077

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス東川口店 333-0811 埼玉県川口市戸塚６－１５－１０ 048-290-3570

埼玉県 ウエルシア川口北原台店 333-0815 埼玉県川口市北原台１－７－３ 048-291-3489

埼玉県 株式会社スギ薬局川口差間店 333-0816 埼玉県川口市差間３－３８－１ 048-290-6855

埼玉県 株式会社マツモトキヨシ川口前川店 333-0841 埼玉県川口市前川町４－１５３－１ 048-262-5500

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス上青木西店 333-0845 埼玉県川口市上青木西４－５－２７ 048-264-7200

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス柳崎１丁目店 333-0861 埼玉県川口市柳崎１－３０－３ 048-264-6011

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス川口八幡木店 334-0012 埼玉県川口市八幡木２－５－１６ 048-287-1180

埼玉県 ドラッグセイムス川口安行藤八店 334-0051 埼玉県川口市安行藤八３１０－１ 048-291-9801

埼玉県 スギドラッグ川口新郷店 334-0062 埼玉県川口市榛松１－１１－８ 048-928-6440

埼玉県 株式会社スギ薬局戸田下前店 335-0016 埼玉県戸田市下前２－１－１２ヨークマート下前店内 048-420-7510

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス太田窪店 336-0015 埼玉県さいたま市太田窪２－１１－２ 048-884-6251

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス浦和さいど店 336-0907 埼玉県さいたま市緑区道祖土２－１２－２ 048-871-0181
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埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス浦和芝原店 336-0917 埼玉県さいたま市緑区芝原３－４－９ 048-810-5778

埼玉県 ウェルパーク東浦和駅前店 336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和５－１０－２ 048-762-6748

埼玉県 クスリのアオキ蓮沼店 337-0015 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼４５５－１ 048-796-8271

埼玉県 株式会社スギ薬局東大宮店 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮５－４４－２－２Ｆ 048-878-8503

埼玉県 株式会社スギ薬局大宮堀崎店 337-0052 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町５４８－１ 048-878-8371

埼玉県 イイズカ薬品大戸中通り店 338-0011 埼玉県さいたま市新中里１－６４７ 048-834-3915

埼玉県 イイズカ薬品与野駅西口店 338-0804 埼玉県さいたま市上木崎１－１０－１グランデュオ北街区 048-824-9910

埼玉県 株式会社セキ薬品白鍬店 338-0811 埼玉県さいたま市桜区白鍬７５２ 048-851-3700

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス桜神田店 338-0812 埼玉県さいたま市桜区神田２２６ 048-840-1531

埼玉県 ディスカウントドラッグコスモス東岩槻店 339-0005 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻２－４－２ 048-878-9409

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムスモールプラザ草加中央店 340-0016 埼玉県草加市中央１－６－８モールプラザ草加内 048-926-3500

埼玉県 スギドラッグベルクスタウン草加谷塚店 340-0024 埼玉県草加市谷塚上町２７１－１ベルクスタウン草加谷塚内 048-954-4382

埼玉県 株式会社クスリのアオキ幸手北店 340-0111 埼玉県幸手市北１－１－３５ 0480-38-6831

埼玉県 マツモトキヨシ八潮伊草店 340-0806 埼玉県八潮市伊草５４５ 048-994-3215

埼玉県 株式会社マツモトキヨシ八潮店 340-0822 埼玉県八潮市大瀬８２２－１ 048-997-5575

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス三郷中央薬局 341-0024 埼玉県三郷市三郷中央地区８１街区１画地谷中４９２ 048-949-5760

埼玉県 くすりの福太郎三郷中央店 341-0032 埼玉県三郷市谷中２６８エムズタウン三郷中央１Ｆ 048-949-1858

埼玉県 株式会社ウェルパーク三郷戸ケ崎店 341-0044 埼玉県三郷市戸ケ崎２－２４３－５ 048-955-0252

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス吉川きよみ野店 342-0058 埼玉県吉川市きよみ野４－１－１ 048-984-2030

埼玉県 株式会社東急ストア北越谷店 343-0025 埼玉県越谷市大澤３－６－１ 048-973-0109

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス千間台店 343-0041 埼玉県越谷市千間台西１－９－７ 048-973-0221

埼玉県 マツモトキヨシセブンタウンせんげん台店 343-0042 埼玉県越谷市千間台東２－７０７セブンタウンせんげん台内 048-970-1240

埼玉県 ドラッグセイムス春日部一ノ割４丁目店 344-0031 埼玉県春日部市一ノ割４－８－１６ 048-797-6292

埼玉県 株式会社ドン・キホーテ春日部店 344-0048 埼玉県春日部市南中曽根８９５－１ 048-760-3311

埼玉県 コモディイイダ北春日部店 344-0058 埼玉県春日部市栄町２－２２４ 048-760-0375

埼玉県 株式会社スギ薬局ベルク春日部緑町店 344-0063 埼玉県春日部市緑町３－１１－２４ベルク春日部緑町店内 048-739-5501

埼玉県 ディスカウントドラッグコスモス宮代店 345-0811 埼玉県南埼玉郡宮代町道佛１－１０ 0480-47-0259

埼玉県 アマゾンジャパン合同会社久喜フルフィルメントセンター 346-0038 埼玉県久喜市上清久１０００－１ 07024877485

埼玉県 イオンリテール株式会社イオン羽生店 348-0039 埼玉県羽生市川崎２－２８１－３ 048-560-0008

埼玉県 イイズカ薬品蓮田山ノ内店 349-0128 埼玉県蓮田市山ノ内４－２ 048-765-8008

埼玉県 株式会社カインズホーム川島インター店 350-0152 埼玉県比企郡川島町上伊草２１０ 049-299-0111

埼玉県 株式会社スギ薬局坂戸千代田店 350-0214 埼玉県坂戸市千代田２－６－７０ヤオコー坂戸千代田店内 049-277-3520

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス毛呂山店 350-0451 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷１２０５－１ 0492-76-3043

埼玉県 株式会社ウェルパーク川越山田店 350-0822 埼玉県川越市山田字東町２０１３－１ 049-223-7550

埼玉県 株式会社ウェルパーク川越伊勢原店 350-1108 埼玉県川越市伊勢原町３－２ 0492-34-2385

埼玉県 ドン・キホーテ川越東口店 350-1122 埼玉県川越市脇田町４－２ 049-228-7111

埼玉県 株式会社ウェルパーク川越新宿店 350-1125 埼玉県川越市新宿６５１－１ 0492-46-2037

埼玉県 株式会社ウェルパーク川越旭町店 350-1126 埼玉県川越市旭町２－１２－１０ 049-249-4061

埼玉県 生協さいたまコープポレ－ル高階 350-1137 埼玉県川越市砂新田３８３－２ 0492-40-3750

埼玉県 株式会社ウェルパーク川越南大塚東店 350-1162 埼玉県川越市南大塚１１９６－１ 049-238-2681

埼玉県 株式会社ウェルパーク川越南大塚駅前店 350-1165 埼玉県川越市南台３－３－１６ 0492-41-3075

埼玉県 株式会社ウエルパーク川越かわつる店 350-1176 埼玉県川越市川鶴２－１１－３ 049-233-6652

埼玉県 株式会社ドラッグストアバイゴー日高原宿店 350-1205 埼玉県日高市原宿字向方２１０－１ 042-984-1570

埼玉県 スギドラッグ狭山広瀬東店 350-1320 埼玉県狭山市広瀬東４－２－１ 04-2955-3801

埼玉県 株式会社スギ薬局狭山店 350-1320 埼玉県狭山市広瀬東２－４１－１ 04-2954-7125

埼玉県 株式会社スギ薬局ワカバウォーク店 350-2201 埼玉県鶴ケ島市富士見１－２－１北棟１Ｆ 049-272-5060

埼玉県 株式会社ローソンエンタテインメントＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳｏｎｌｉｎｅ物流センター350-2218 埼玉県鶴ケ島市柳戸町８－２１ＬＤＣ内 05031595201

埼玉県 株式会社ウェルパーク朝霞本町店 351-0011 埼玉県朝霞市本町３－３－５ 048-460-5550

埼玉県 イイズカ薬品あさか栄店 351-0012 埼玉県朝霞市栄町５－１－２０ 048-468-8335

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス朝霞台店 351-0022 埼玉県朝霞市東弁財３－１３－４ 048-464-2191

埼玉県 株式会社ウェルパーク朝霞三原店 351-0025 埼玉県朝霞市三原５－２８２－９７ 048-450-2655

埼玉県 株式会社ウェルパーク北朝霞店 351-0034 埼玉県朝霞市西原１－１１－３１ 048-486-6420

埼玉県 株式会社スギ薬局和光店 351-0101 埼玉県和光市白子３－１７－３０ 048-451-3833

埼玉県 株式会社ウェルパーク和光南１丁目店 351-0104 埼玉県和光市南１－１１－３９ 048-458-5336

埼玉県 株式会社ウェルパーク新座東店 352-0002 埼玉県新座市東３－１－３７ 048-474-1296

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス新座中央通り店 352-0002 埼玉県新座市東１－１３－７ 048-480-2100

埼玉県 カインズ新座店 352-0004 埼玉県新座市大和田２－６－３２ 048-477-8111

埼玉県 株式会社ドン・キホーテ野火止店 352-0011 埼玉県新座市野火止４－１－７７ 048-480-6311

埼玉県 株式会社ウェルパーク大泉学園店 352-0014 埼玉県新座市栄４－１－２６ 048-477-7730

埼玉県 株式会社ウェルパーク新座片山店 352-0025 埼玉県新座市片山１－１５－２０ 048-477-4400

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス新座片山３丁目店 352-0025 埼玉県新座市片山３－８－１２ 048-489-0163

埼玉県 株式会社ウェルパーク新座野寺店 352-0034 埼玉県新座市野寺４－１１－２３ 0424-70-7222

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス中宗岡１丁目店 353-0002 埼玉県志木市中宗岡１－９－３７ 048-486-7511

埼玉県 生協さいたまコープポレール幸町 353-0005 埼玉県志木市幸町１－１５－４６ 048-487-5971

埼玉県 ウエルシア薬局富士見鶴馬店 354-0021 埼玉県富士見市鶴馬３－３２－２２ 049-268-7551

埼玉県 ウエルシア富士見渡戸店 354-0032 埼玉県富士見市渡戸１－１２ 049-268-5250

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムスふじみ野清見店 356-0002 埼玉県ふじみ野市清見１－１－９ 049-256-5311

埼玉県 株式会社スギ薬局駒林店 356-0034 埼玉県ふじみ野市駒林３６０ 049-256-6401

埼玉県 株式会社ウェルパークふじみ野店 356-0050 埼玉県入間郡大井町ふじみ野４－８－５１ 049-269-3003

埼玉県 株式会社ウェルパーク飯能稲荷町店 357-0037 埼玉県飯能市稲荷町１５－７ 042-972-1880

埼玉県 株式会社ドラッグストアバイゴ－入間ペペ店 358-0008 埼玉県入間市河原町２－１ 0429-60-2661

埼玉県 イオンリテール株式会社イオン入間店 358-0013 埼玉県入間市上藤沢４６２－１ 04-2901-4500

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス仏子店 358-0053 埼玉県入間市仏子字上野下８１６－４ 042-933-0845

埼玉県 株式会社マツモトキヨシ入間野田店 358-0054 埼玉県入間市野田８９４－１ 04-2933-1021

埼玉県 株式会社スギ薬局東所沢駅前店 359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田２－１－１２ 04-2951-4100

埼玉県 株式会社ウェルパーク所沢西武園店 359-1133 埼玉県所沢市荒幡１３５９－１７ 04-2903-1215

埼玉県 スギドラッグ小手指店 359-1141 埼玉県所沢市小手指町４－５－３ 04-2947-4561

埼玉県 株式会社ウェルパーク所沢狭山ヶ丘店 359-1151 埼玉県所沢市若狭１－２９３８－１ 042-947-6558

埼玉県 ドラッグストアマツモトキヨシフォルテ上之店 360-0012 埼玉県熊谷市上之２１３８フォルテ上之店内 048-501-8533

埼玉県 イオンリテール株式会社イオン熊谷店 360-0815 埼玉県熊谷市本石２－１３５ 048-529-3131

埼玉県 株式会社クスリのアオキ行田佐間店 361-0032 埼玉県行田市佐間２－９－４０ 048-598-5253

埼玉県 株式会社スギ薬局行田門井店 361-0044 埼玉県行田市門井町２－３－１５ 048-594-8156

埼玉県 スギドラッグ北上尾店 362-0015 埼玉県上尾市緑丘３－４－２７ 048-778-7605

埼玉県 株式会社ドン・キホーテ北上尾ＰＡＰＡ店 362-0015 埼玉県上尾市緑丘３－３－１１－１ＰＡＰＡプリンス内 048-779-3601
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埼玉県 株式会社クスリのアオキ水上公園店 362-0025 埼玉県上尾市上尾下９９７－１ 048-788-3753

埼玉県 イオンスタイル上尾 362-0034 埼玉県上尾市愛宕３－８－１ 048-770-3800

埼玉県 スーパーバリュー上尾愛宕店 362-0034 埼玉県上尾市愛宕３－１－４０バリュープラザ上尾愛宕店１Ｆ 048-778-3700

埼玉県 株式会社マツモトキヨシ上尾小泉店 362-0063 埼玉県上尾市小泉１－１０－８ 048-780-3031

埼玉県 株式会社スギ薬局上尾店 362-0067 埼玉県上尾市中分２－１１２－１ 048-782-0711

埼玉県 ウエルシア伊奈栄店 362-0805 埼玉県北足立郡伊奈町栄６－６０ 048-720-5530

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス伊奈寿店 362-0807 埼玉県北足立郡伊奈町寿３－１３０ 048-729-1051

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス加納店 363-0008 埼玉県桶川市坂田字宮前６７２－１ 048-729-0677

埼玉県 株式会社スギ薬局桶川末広店 363-0012 埼玉県桶川市末広１－５－１２ 048-788-3071

埼玉県 生協さいたまコープリリヴ北本 364-0005 埼玉県北本市本宿５－８９－１ 048-593-0601

埼玉県 株式会社セキ薬品東間店 364-0007 埼玉県北本市東間７－２２５－１ 048-540-6350

埼玉県 株式会社スギ薬局北本南店 364-0023 埼玉県北本市下石戸下７－３７ 048-578-8727

埼玉県 株式会社ウエルパーク北本店 364-0031 埼玉県北本市中央３－４５ 048-591-0690

埼玉県 スギドラッグ鴻巣人形店 365-0037 埼玉県鴻巣市人形１－４－２３ 048-577-6451

埼玉県 株式会社スギ薬局鴻巣本町店 365-0038 埼玉県鴻巣市本町３－１－１０ 048-594-6852

埼玉県 ウエルシア深谷中央店 366-0033 埼玉県深谷市国済寺７２－１ 048-570-6100

埼玉県 株式会社クスリのアオキ上野台店 366-0801 埼玉県深谷市上野台２３９１－３ 048-598-6921

埼玉県 ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ本庄店 367-0048 埼玉県本庄市南１－２－１０ 0495-24-7311

埼玉県 ドラッグストアマツモトキヨシフォルテ本庄店 367-0051 埼玉県本庄市本庄２－３－６フォルテ本庄内 0495-25-5629

埼玉県 株式会社カインズホーム本庄早稲田店 367-0051 埼玉県本庄市本庄早稲田駅土地区画整理事業４３街区４０ 0495-23-5000

埼玉県 株式会社ドラッグストアバイゴー本庄児玉店 367-0212 埼玉県本庄市児玉町児玉１７３９－２ 0495-73-1515

埼玉県 株式会社マツモトキヨシ秩父公園橋店 368-0051 埼玉県秩父市中村町４－３－１５ 0494-22-9531

埼玉県 株式会社スギ薬局吹上富士見店 369-0121 埼玉県鴻巣市吹上富士見２－１－３２ 048-547-2611

埼玉県 ウエルシアイオン上里ショッピングセンター店 369-0301 埼玉県児玉郡上里町金久保字蓮山３５９－１ 0495-35-1107

埼玉県 メガセンタートライアル上里店 369-0306 埼玉県児玉郡上里町七本木２０８７－２ 0570-03-5550

埼玉県 株式会社クスリのアオキ下影森店 369-1871 埼玉県秩父市下影森１１９８ 0494-26-6561

千葉県 くすりの福太郎千葉中央店 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見２－３８－８ 043-223-5677

千葉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス星久喜店 260-0808 千葉県千葉市中央区星久喜町２２７－１ 043-305-8131

千葉県 イオンリテール株式会社イオンスタイル検見川浜店 261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂４－２－６ 043-270-5600

千葉県 くすりの福太郎新検見川店 262-0023 千葉県千葉市花見川区検見川町３－３２６－１ヒラスケビル１Ｆ 043-213-2955

千葉県 株式会社ウェルパーククレッセ稲毛店 263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町７３１－１７クレッセ稲毛内 043-423-9991

千葉県 ドン・キホーテ稲毛長沼店 263-0005 千葉県千葉市稲毛区長沼町３３０－５０ワンズモール１Ｆ 0570-055-506

千葉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス小倉町店 264-0007 千葉県千葉市若葉区小倉町７８２ 043-233-1171

千葉県 株式会社ツルハおゆみ野店 266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央２－３－１ミスターマックスおゆみ野店１Ｆ 043-293-7351

千葉県 株式会社ミスターマックスおゆみ野店 266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央２－３－１ 043-300-5505

千葉県 ディスカウントドラッグコスモスおゆみ野南店 266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南６－７－１ 043-309-9006

千葉県 ウエルシア薬局千葉高津戸店 267-0053 千葉県千葉市緑区高津戸町８４－２ 043-295-1512

千葉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス土気駅前店 267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘１－２０－４ 043-295-3671

千葉県 アマゾンジャパン合同会社流山ＦＣＱＣＢ１ 270-0107 千葉県流山市西深井１６０３－１ 07011898941

千葉県 ドラッグストアマツモトキヨシアクロスプラザ流山店 270-0143 千葉県流山市向小金１－２４１－１アクロスプラザ流山内 04-7142-8055

千葉県 株式会社マツモトキヨシ西平井店 270-0156 千葉県流山市西平井３６５ 047-157-7070

千葉県 ウエルシア我孫子下ケ戸店 270-1138 千葉県我孫子市下ケ戸４７８－１ 04-7165-2007

千葉県 株式会社マツモトキヨシ手賀沼公園店 270-1153 千葉県我孫子市緑１－３１－３ 0471-79-1131

千葉県 株式会社くすりの福太郎天王台北口店 270-1177 千葉県我孫子市柴崎１－８－１ 04-7165-5529

千葉県 ドラッグセイムスフォルテ千葉ニュータウン店 270-1340 千葉県印西市中央南２－２－１フォルテ千葉ニュータウン内 0476-33-6744

千葉県 株式会社ドン・キホーテイオンモール店 270-1350 千葉県印西市中央北２－２ 0476-47-7511

千葉県 株式会社カインズホーム千葉ニュータウン店 270-1360 千葉県印西市泉野１－１４４－６ 0476-48-8888

千葉県 くすりの福太郎西白井店 270-1408 千葉県白井市西白井２－２６－１２ 047-492-6029

千葉県 クスリのアオキ桜台店 270-1412 千葉県白井市桜台２－１３－１ 047-497-8651

千葉県 株式会社マツモトキヨシ松戸六実店 270-2204 千葉県松戸市六実６－５－２ 047-311-2068

千葉県 株式会社マツモトキヨシ松戸新田店 270-2241 千葉県松戸市松戸新田４３２－１２ 047-361-5222

千葉県 株式会社マツモトキヨシ本八幡駅前店 272-0023 千葉県市川市南八幡４－１－１０ 047-378-8625

千葉県 株式会社長崎屋メガドンキホーテ本八幡店 272-0023 千葉県市川市南八幡４－９－１ 047-378-3810

千葉県 くすりの福太郎市川店 272-0034 千葉県市川市市川１－６－１１ 047-320-0551

千葉県 コクミンドラッグシャポー市川店 272-0034 千葉県市川市市川１－１－１シャポー市川Ｂ１Ｆ 047-325-0593

千葉県 株式会社マツモトキヨシ市川新田店 272-0035 千葉県市川市新田２－３－１ 047-393-6670

千葉県 イオンリテールストア株式会社イオン南行徳店 272-0138 千葉県市川市南行徳２－２０－２５ 047-306-1147

千葉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス南行徳店 272-0138 千葉県市川市南行徳１－１５－８ 047-390-1209

千葉県 ウェルパーク南行徳公園店 272-0142 千葉県市川市欠真間２－２７－１６ 047-711-1600

千葉県 株式会社ドン・キホーテピカソ南行徳駅前店 272-0143 千葉県市川市相之川４－６－７ 047-306-8311

千葉県 くすりの福太郎市川大野駅前店 272-0805 千葉県市川市大野町２－２１５ 047-303-5129

千葉県 くすりの福太郎船橋ＦＡＣＥ２店 273-0005 千葉県船橋市本町１－３－１船橋ＦＡＣＥ－２１０ 047-460-0229

千葉県 コクミンドラッグシャポー船橋店 273-0005 千葉県船橋市本町７－１－１シャポー船橋Ｂ１Ｆ 047-425-9593

千葉県 株式会社コクミン船橋駅前店 273-0005 千葉県船橋市本町１－３ 047-460-8008

千葉県 株式会社スギ薬局船橋本町店 273-0005 千葉県船橋市本町２－１－３０－１Ｆ 047-468-8061

千葉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス本郷町店 273-0033 千葉県船橋市本郷町５３４－１ 047-302-7311

千葉県 くすりの福太郎下総中山店 273-0035 千葉県船橋市本中山２－１７－２ 047-302-8829

千葉県 ドラッグストアマツモトキヨシフォルテ船橋店 273-0044 千葉県船橋市行田１－５０－２ 047-406-6057

千葉県 イオンリテール株式会社イオン鎌ケ谷店 273-0107 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷２－７－１ 047-441-7711

千葉県 くすりの福太郎夏見台２丁目店 273-0866 千葉県船橋市夏見台２－２－６０ 047-429-7729

千葉県 イオンリテール株式会社イオン津田沼店 275-0016 千葉県習志野市津田沼１－２３－１ 047-455-6000

千葉県 株式会社ミスターマックス新習志野店 275-0024 千葉県習志野市茜浜２－２－１ 047-408-1160

千葉県 株式会社マツモトキヨシフルルガーデン八千代店 276-0028 千葉県八千代市村上３７８８－１ 047-405-1231

千葉県 生協ちばコープ八千代 276-0046 千葉県八千代市大和田新田４１１－３ 047-450-5411

千葉県 株式会社ビックカメラ柏店 277-0005 千葉県柏市柏１－１－２０ 047-165-1111

千葉県 株式会社長崎屋ドン・キホーテ柏駅前店 277-0005 千葉県柏市柏１－３－１ 04-7162-7811

千葉県 ドラッグストアマツモトキヨシ柏富里店 277-0081 千葉県柏市富里２－４－３５ 04-7176-3843

千葉県 株式会社ドン・キホーテＰＡＷ柏店 277-0081 千葉県柏市富里３－３－２ 0471-41-1611

千葉県 スギドラッグ北柏店 277-0827 千葉県柏市松葉町４－５ｍａｒｕｅｔｓｕ北柏店２Ｆ 04-7186-7012

千葉県 コスメドンキ・お菓子ドンキ・驚辛ドンキ 277-0837 千葉県柏市大山台２－３－１モラージュ柏内 0570-066-061

千葉県 株式会社マツモトキヨシフィールズ南柏店 277-0863 千葉県柏市豊四季字桑原５０９－１２フィールズ南柏ＭＡＬＬ１内 04-7172-1155

千葉県 株式会社東急ストアららぽーと柏の葉店 277-0871 千葉県柏市若柴１７５ 04-7134-0109

千葉県 ドン・キホーテセブンパークアリオ柏店 277-0922 千葉県柏市大島田１－６－１セブンパークアリオ柏内 0570-080-911

千葉県 マツモトキヨシアリオ柏店 277-0922 千葉県柏市大島田１－６－１セブンパークアリオ柏内 04-7197-5291
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千葉県 株式会社マツモトキヨシ野田宮崎店 278-0005 千葉県野田市宮崎５６－３６ 04-7126-5585

千葉県 ディスカウントドラッグコスモス柳沢店 278-0006 千葉県野田市柳沢２４－７ 04-7186-6030

千葉県 株式会社スギ薬局野田下町店 278-0037 千葉県野田市野田４９－３０ 04-7186-7300

千葉県 株式会社コクミン新浦安店 279-0012 千葉県浦安市入船１－１－１ 047-390-6814

千葉県 ウエルシア四街道津ノ守店 284-0005 千葉県四街道市四街道１５３１－６ 043-420-1040

千葉県 クスリのアオキ四街道千代田店 284-0015 千葉県四街道市千代田５－３６－１ 043-488-6845

千葉県 株式会社長崎屋メガドンキホ－テ四街道店 284-0043 千葉県四街道市めいわ２－１－１ 043-433-3810

千葉県 株式会社マツモトキヨシザ・マーケットプレイス佐倉店 285-0831 千葉県佐倉市染井野４－７－１ 043-464-8155

千葉県 イオンリテール株式会社イオンドラッグボンベルタなりた店 286-0017 千葉県成田市赤坂２－１－１０ボンベルタ成田１Ｆ 0476-26-5051

千葉県 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ成田店 286-0029 千葉県成田市ウイング土屋８２ 0476-20-3711

千葉県 株式会社マツモトキヨシ八日市場店 289-2141 千葉県八日市場市ハ赤塚９３９－１ 0479-73-7555

千葉県 株式会社ドン・キホーテ旭店 289-2505 千葉県旭市鎌数４３３９－１ 0479-60-0511

千葉県 株式会社マツモトキヨシ辰巳台店 290-0003 千葉県市原市辰巳台東３－５－１ 0436-75-6681

千葉県 マツモトキヨシもりまち市原ちはら台モール店 290-0142 千葉県市原市ちはら台南２－３２－２ 0436-75-1238

千葉県 コスメドンキユニモちはら台店 290-0143 千葉県市原市ちはら台西３－４ユニモちはら台２Ｆ 0570-078-133

千葉県 ドラッグセイムス木更津太田１丁目店 292-0044 千葉県木更津市太田１－３－１０ 0438-40-5715

千葉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス木更津請西南店 292-0807 千葉県木更津市請西南３－２４ 0438-30-7681

千葉県 イオンリテール株式会社イオンドラッグふっつ店 293-0012 千葉県富津市青木１－５－１イオンモール富津内 0439-80-1822

千葉県 株式会社カインズホーム茂原店 297-0007 千葉県茂原市腰当字北川端６５３－１ 0475-20-1111

千葉県 株式会社ツルハ茂原店 297-0012 千葉県茂原市六ツ野３８７０ 0475-22-7811

千葉県 株式会社マツモトキヨシ茂原マーケットプレイス店 297-0026 千葉県茂原市茂原１０ 0475-22-3310

千葉県 株式会社ツルハ早野店 297-0055 千葉県茂原市綱島８８５－１ 0475-27-1212

千葉県 ホームプラザナフコ大多喜店 298-0212 千葉県夷隅郡大多喜町猿稲３９７－１ 0470-82-6411

千葉県 ドラッグセイムスゆりまち袖ケ浦駅前店 299-0269 千葉県袖ケ浦市袖ケ浦駅前１－３９－１０ 0438-97-7037

千葉県 株式会社ツルハ中野店 299-1151 千葉県君津市中野６０ 0439-55-3511

千葉県 ウエルシア南房総富浦店 299-2403 千葉県南房総市富浦町原岡９５０－１ 0470-20-4200

東京都 株式会社コクミン京葉ベイプラザ店 100-0005 東京都千代田区丸の内１－９－１京葉線構内 03-6269-0593

東京都 株式会社ビックカメラ有楽町店本館 100-0006 東京都千代田区有楽町１－１１－１ 03-5221-1111

東京都 株式会社コクミンアトレ秋葉原一店 101-0021 東京都千代田区外神田１－１７－６アトレ秋葉原一店内 03-5289-3843

東京都 株式会社ヨドバシカメラマルチメディアＡＫＩＢＡ店 101-0028 東京都千代田区神田花岡町１－１ 03-5209-1010

東京都 スギドラッグ神田淡路町店 101-0063 東京都千代田区神田淡路町１－２－３－１Ｆ 03-6384-0178

東京都 スギドラッグ市ヶ谷店 102-0076 東京都千代田区五番町６－１－１Ｆ 03-6261-7522

東京都 株式会社スギ薬局八丁堀店 104-0032 東京都中央区八丁堀１－１３－１０－１Ｆ 03-5244-9821

東京都 Ｐｒｅｃｃｅプレミアム東京ミッドタウン店 107-0052 東京都港区赤坂９－７－４東京ミッドタウンガレリアＢ１Ｆ 03-5413-5109

東京都 株式会社スギ薬局南青山店 107-0062 東京都港区南青山３－８－４０青山センタービル１Ｆ 03-5771-4663

東京都 ドラッグセイムス田町西口店 108-0014 東京都港区芝５－３２－１２ 03-6435-4070

東京都 ドラッグストアスマイル芝浦海岸通店 108-0023 東京都港区芝浦４－１３－２３ 03-6459-4117

東京都 マツモトキヨシムスブ田町店 108-0023 東京都港区芝浦３－１－２１ｍｓｂＴａｍａｃｈｉ田町ステーションタワーＳ２Ｆ 03-5439-4177

東京都 株式会社ドラッグオゾン鴬谷店 110-0003 東京都台東区根岸１－８－５ビル１Ｆ 03-3871-6508

東京都 スギドラッグ上野御徒町店 110-0005 東京都台東区上野４－３－９－１Ｆ 03-6284-4058

東京都 株式会社多慶屋本館 110-0016 東京都台東区台東４－３３－２ 03-3835-7777

東京都 株式会社富士薬品ドラッグセイムス蔵前３丁目薬局 111-0051 東京都台東区蔵前３－１－１０－１Ｆ 03-5835-2681

東京都 株式会社スギ薬局茗荷谷店 112-0002 東京都文京区小石川５－３－２－１Ｆ 03-3868-3171

東京都 株式会社スギ薬局西ケ原店 114-0024 東京都北区西ケ原１－３１－２５－１Ｆ 03-5972-4781

東京都 株式会社ドン・キホーテ町屋店 116-0001 東京都荒川区町屋６－３２－２１ 03-5855-8011

東京都 くすりの福太郎南千住店 116-0003 東京都荒川区南千住４－７－１ＷｅｌＳｈｉｐ１Ｆ 03-5604-1782

東京都 くすりの福太郎日暮里駅前店 116-0013 東京都荒川区西日暮里２－１９－４－１Ｆ 03-5615-5529

東京都 株式会社富士薬品ドラッグセイムス東和中央店 120-0003 東京都足立区東和３－１２－１ 03-5697-9515

東京都 コクミン薬局北千住店ルミネ２Ｆ 120-0026 東京都足立区千住旭町４２－２北千住ルミネ２階 03-3879-6888

東京都 アインズ＆トルペ北千住マルイ店 120-0034 東京都足立区千住３－９２北千住マルイ２Ｆ 03-6806-1803

東京都 株式会社スギ薬局ベルクス足立中央店 121-0011 東京都足立区中央本町４－２３－２０ベルクス足立中央店内 03-5845-3266

東京都 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ環７梅島店 121-0011 東京都足立区中央本町５－５－１４ 03-5845-5655

東京都 株式会社富士薬品ドラッグセイムス佐野店 121-0053 東京都足立区佐野２－３４－２３ 03-5682-6511

東京都 株式会社富士薬品ドラッグセイムス一ツ家店 121-0075 東京都足立区一ツ家２－１６－９ 03-3884-3090

東京都 スギドラッグ足立六月店 121-0814 東京都足立区六月２－１６－１５ 03-5856-6158

東京都 株式会社富士薬品ドラッグセイムス足立舎人店 121-0831 東京都足立区舎人１－１３－１８ 03-5839-5461

東京都 株式会社トウブドラッグ江北店 123-0872 東京都足立区江北７－２６－１５ 03-5839-5552

東京都 株式会社富士薬品ドラッグセイムス堀切店 124-0004 東京都葛飾区東堀切２－１１－１ 03-5680-5385

東京都 どらっぐぱぱす奥戸店 124-0022 東京都葛飾区奥戸３－２２－９ 03-3696-4193

東京都 株式会社ウェルパーク葛飾水元店 125-0032 東京都葛飾区水元２－９－３７ 03-3600-0889

東京都 株式会社東急ストア金町とうきゅう 125-0041 東京都葛飾区東金町１丁目３６ 03-3608-0109

東京都 株式会社ドン・キホーテ青戸店 125-0062 東京都葛飾区青戸３－１６５２－１ 03-5629-4611

東京都 ドン・キホーテ錦糸町北口店 130-0013 東京都墨田区錦糸２－３－１１ 0570-036-022

東京都 株式会社ウェルパーク墨田立花店 131-0043 東京都墨田区立花２－２－２ 03-5631-7560

東京都 スギドラッグ江戸川瑞江店 132-0011 東京都江戸川区瑞江４－２９－１０ 03-6231-8902

東京都 スギドラッグ江戸川南店 132-0021 東京都江戸川区中央２－１５－１１ 03-5879-3912

東京都 くすりの福太郎小岩店 133-0056 東京都江戸川区南小岩７－２７－５ 03-5693-7029

東京都 くすりの福太郎北葛西店 134-0081 東京都江戸川区北葛西３－５－５ 03-5667-6510

東京都 株式会社ドン・キホーテ葛西店 134-0081 東京都江戸川区北葛西４－１４－１ 03-5667-7611

東京都 スギドラッグ葛西駅前店 134-0084 東京都江戸川区東葛西５－１－３－１Ｆ 03-6661-4042

東京都 株式会社ウェルパーク東葛西店 134-0084 東京都江戸川区東葛西７－１９－１４ 03-5676-6620

東京都 株式会社マツモトキヨシ葛西駅前店 134-0084 東京都江戸川区東葛西５－１－１ 03-5605-0274

東京都 株式会社ウェルパーク南葛西店 134-0085 東京都江戸川区南葛西６－２０ 03-3675-2361

東京都 どらっぐぱぱす船堀店 134-0091 東京都江戸川区船堀４－１６－２０ 03-3869-4493

東京都 ウエルシア江東平野店 135-0023 東京都江東区平野３－７－１９ 03-5639-1223

東京都 くすりの福太郎門前仲町２丁目店 135-0048 東京都江東区門前仲町２－３－９ 03-5639-1529

東京都 イオンリテール株式会社イオン東雲店 135-0062 東京都江東区東雲１－９－１０ 03-6221-3400

東京都 株式会社ドン・キホーテ亀戸店 136-0071 東京都江東区亀戸１－４０－２ 03-5858-2411

東京都 くすりの福太郎大島駅前店 136-0072 東京都江東区大島６－８－２５ 03-5836-5529

東京都 くすりの福太郎東大島二号店 136-0072 東京都江東区大島９－４－１東大島ファミールハイツ一号内 03-5858-1321

東京都 株式会社スギ薬局大島店 136-0072 東京都江東区大島４－５－１４ 03-5628-2261

東京都 イオンリテール株式会社イオン南砂店 136-0076 東京都江東区南砂６－７－１５ 03-5677-3500

東京都 株式会社スギ薬局ウィラ大井店 140-0012 東京都品川区勝島１－６－１６ウィラ大井２Ｆ 03-5763-9077

東京都 株式会社ウェルパーク大森貝塚店 140-0014 東京都品川区大井７－３０－７ 03-5709-7744
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東京都 株式会社東急ストア五反田とうきゅう 141-0022 東京都品川区東五反田２丁目１－２ 03-3447-0109

東京都 株式会社コクミン武蔵小山パルム店 142-0062 東京都品川区小山３－２４－４ 03-5750-5930

東京都 ドラッグストアマツモトキヨシマチノマ大森店 143-0015 東京都大田区大森西３－１－３８マチノマ大森２Ｆ 03-5767-8518

東京都 コクミンドラッグ大森駅前店 143-0016 東京都大田区大森北１－２－２ 03-5767-2593

東京都 株式会社東急ストア大森とうきゅう 143-0016 東京都大田区大森北１丁目６－１６ 03-3764-1191

東京都 ドラッグセイムス大田北馬込店 143-0021 東京都大田区北馬込２－２８－４－１Ｆ 03-5728-9665

東京都 サンテドラッグ西馬込店 143-0025 東京都大田区南馬込５－４２－６ 03-3773-0028

東京都 ツルハドラッグ大鳥居駅前店 144-0033 東京都大田区東糀谷３－３－１５ 03-6715-1625

東京都 コクミン羽田駅店 144-0041 東京都大田区羽田空港　３－２－２ 03-5756-7127

東京都 コクミン東急プラザ蒲田店 144-0051 東京都大田区西蒲田７－６９－１東急プラザ蒲田２Ｆ 03-5480-5930

東京都 ウエルシア大田上池台店 145-0064 東京都大田区上池台４－２１－７ 03-5754-2512

東京都 株式会社ウェルパーク池上店 146-0082 東京都大田区池上６－２－２ 03-3752-2371

東京都 ウェルパーク下丸子店 146-0092 東京都大田区下丸子２－１４－４ 03-6715-0758

東京都 スギドラッグ多摩川大橋店 146-0095 東京都大田区多摩川１－３６－２５ 03-6715-4301

東京都 株式会社ツルハ渋谷センター街店 150-0042 東京都渋谷区宇田川町３４－１ 03-5728-6266

東京都 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ渋谷店 150-0042 東京都渋谷区宇田川町２８－６ 03-5428-4086

東京都 ドラッグストアスマイル代々木西原店 151-0066 東京都渋谷区西原１－５０－５ 03-3467-0261

東京都 株式会社コクミン笹塚店 151-0073 東京都渋谷区笹塚１－５６－１８ 03-5302-0678

東京都 株式会社ヒノミ薬品都立大店 152-0023 東京都目黒区八雲１－４－１１ 03-5701-3821

東京都 株式会社東急ストア都立大学店 152-0031 東京都目黒区中根１丁目４－３ 03-3725-0109

東京都 株式会社東急ストア自由が丘とうきゅう 152-0035 東京都目黒区自由が丘１丁目６－９ 03-3718-0109

東京都 株式会社東急ストアプレッセ中目黒店 153-0051 東京都目黒区上目黒２－１－１ 03-5768-0109

東京都 株式会社東急ストア中目黒店 153-0051 東京都目黒区上目黒１－２１－１２ 03-3714-2456

東京都 株式会社スギ薬局祐天寺店 153-0052 東京都目黒区祐天寺２－７－２３－１Ｆ 03-5734-1831

東京都 株式会社東急ストア三軒茶屋とうきゅう 154-0004 東京都世田谷区太子堂４丁目１－１ 03-3422-0109

東京都 株式会社ウェルパーク桜新町店 154-0016 東京都世田谷区弦巻４－１５－１６ 03-5451-1631

東京都 株式会社スギ薬局下高井戸店 156-0044 東京都世田谷区赤堤５－３０－１０ 03-6379-2631

東京都 ウェルパーク世田谷桜丘店 156-0054 東京都世田谷区桜丘４－１－１１ 03-6432-6126

東京都 株式会社富士薬品ドラッグセイムス世田谷給田店 157-0064 東京都世田谷区給田５－１６－３ 03-5314-3657

東京都 ディスカウントドラッグコスモス祖師谷店 157-0072 東京都世田谷区祖師谷１－３６－７ 03-5787-7062

東京都 ウェルパーク世田谷鎌田店 157-0077 東京都世田谷区鎌田３－１４－２２ 03-6805-6191

東京都 どらっぐぱぱす世田谷中町店 158-0091 東京都世田谷区中町３－２－１７ 03-5706-4193

東京都 ＴｏｋｙｕＳｔｏｒｅ二子玉川ライズ店 158-0094 東京都世田谷区玉川２－２１－１二子玉川ライズショッピングセンターＢ１Ｆ 03-5797-1090

東京都 ダイコクドラッグ新宿てなむビル店 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町２－１９－１５－１Ｆ 03-5255-4447

東京都 テンドラッグ歌舞伎町店 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町２－２３－１ 03-3202-1747

東京都 アインズ＆トルペ新宿東口店 160-0022 東京都新宿区新宿３－３６－１０－１Ｆ 03-5925-8566

東京都 ダイコクドラッグ新宿５丁目店 160-0022 東京都新宿区新宿５－１８－１２ 03-5292-0330

東京都 株式会社ドン・キホーテ新宿東南口店 160-0022 東京都新宿区新宿３－３６－１６ 03-5367-9611

東京都 株式会社ビックカメラ新宿新店 160-0022 東京都新宿区新宿３－２９－１ 03-3226-1111

東京都 株式会社ビックカメラ新宿西口店 160-0023 東京都新宿区西新宿１－５－１ 03-5326-1111

東京都 株式会社ツルハ新宿上落合店 161-0034 東京都新宿区上落合３－８－２５ 03-5338-7410

東京都 くすりの福太郎市谷柳町店 162-0061 東京都新宿区市谷柳町３７ 03-5367-9031

東京都 スギドラッグ中野中央店 164-0011 東京都中野区中央１－２１－４－１Ｆ 03-6908-8354

東京都 ドラッグストアスマイル沼袋店 165-0025 東京都中野区沼袋３－４－１８ 03-3385-2414

東京都 スギドラッグ鷺宮店 165-0032 東京都中野区鷺宮３－４６－１２－１Ｆ 03-6265-5991

東京都 株式会社ウェルパーク桜上水店 168-0073 東京都杉並区下高井戸２－１０－６いなげや２Ｆ 03-5355-6821

東京都 スギ薬局宮前４丁目店 168-0081 東京都杉並区宮前４－２２－１３ 03-5336-8107

東京都 株式会社スギ薬局高井戸店 168-0081 東京都杉並区宮前１－２０－２９ 03-5336-6910

東京都 スギドラッグ巣鴨駅前店 170-0002 東京都豊島区巣鴨２－１１－１－１Ｆ 03-5980-9482

東京都 スギドラッグ駒込店 170-0003 東京都豊島区駒込３－３－１９－１Ｆ 03-6903-4102

東京都 くすりの福太郎大塚駅前店 170-0004 東京都豊島区北大塚１－１６－５ 03-6903-6397

東京都 株式会社ドン・キホーテＰＡＷ北池袋店 170-0011 東京都豊島区池袋本町２－７－３ 03-5979-6211

東京都 くすりの福太郎池袋西口店 171-0021 東京都豊島区西池袋１－１６－３ 03-5956-7329

東京都 スギドラッグハッピーロード大山店 173-0023 東京都板橋区大山町６－１－１０３ 03-5926-7731

東京都 ドラッグセイムス板橋向原店 173-0036 東京都板橋区向原２－８－２ 03-6905-9985

東京都 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ板橋志村店 174-0056 東京都板橋区志村３－３２－１６ 03-5916-6211

東京都 スギドラッグ板橋店 174-0063 東京都板橋区前野町４－３４－１６ 03-5392-9300

東京都 イオンリテール株式会社イオン板橋店 175-0083 東京都板橋区徳丸２－６－１ 03-5398-3131

東京都 株式会社スギ薬局成増駅南口店 175-0094 東京都板橋区成増２－１５－１８成増プライム内 03-6909-9681

東京都 株式会社スギ薬局練馬三原台店 177-0031 東京都練馬区三原台１－７－５ 03-6904-4351

東京都 株式会社スギ薬局富士見台店 177-0034 東京都練馬区富士見台２－１－１５ 03-3577-8057

東京都 くすりの福太郎石神井公園店 177-0041 東京都練馬区石神井町３－２５－６ 03-5923-6729

東京都 株式会社ウェルパーク上石神井３丁目店 177-0044 東京都練馬区上石神井３－２９－５ 03-5927-0051

東京都 株式会社スギ薬局関町北店 177-0051 東京都練馬区関町北５－１－３ 03-5903-5787

東京都 株式会社スギ薬局大泉学園店 178-0061 東京都練馬区大泉学園町６－１１－４２ 03-6904-5891

東京都 ウェルパークエスビィ・プラス練馬東大泉店 178-0063 東京都練馬区東大泉６－４８－１ＥＳＢＩ＋内 03-3923-7544

東京都 株式会社ウェルパーク練馬南大泉店 178-0064 東京都練馬区南大泉１－１５－３ 03-5947-5671

東京都 株式会社ウェルパーク練馬春日町駅前店 179-0074 東京都練馬区春日町３－２９－２４ 03-3577-8500

東京都 株式会社ドン・キホーテ練馬店 179-0082 東京都練馬区錦２－１９－１ 03-5921-1711

東京都 株式会社セイジョーココカラファイン吉祥寺南口店 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－４－３ 0422-40-5038

東京都 株式会社ウェルパーク武蔵野関前店 180-0014 東京都武蔵野市関前１－９－７ 0422-60-3681

東京都 株式会社ウェルパーク三鷹牟礼店 181-0002 東京都三鷹市牟礼４－８－７ 0422-76-5578

東京都 株式会社スギ薬局三鷹深大寺店 181-0016 東京都三鷹市深大寺１－１４－３６ 0422-26-1304

東京都 ウェルパーク調布菊野台店 182-0007 東京都調布市菊野台２－４３－１０ 042-444-2416

東京都 株式会社ウェルパーク調布深大寺店 182-0017 東京都調布市深大寺元町１－６－３ 042-490-5171

東京都 株式会社ウェルパーク調布国領店 182-0022 東京都調布市国領町３－６－２３ 042-490-5617

東京都 株式会社スギ薬局調布布田店 182-0024 東京都調布市布田２－２１－１ 042-426-8501

東京都 ＰｉｕＭａｇｉ調布パルコ店 182-0026 東京都調布市小島町１－３８－１調布パルコ１Ｆ 042-489-5161

東京都 薬マツモトキヨシ武蔵野台駅店 183-0011 東京都府中市白糸台４－１８－４ 042-319-1156

東京都 マツモトキヨシ東府中駅店 183-0015 東京都府中市清水が丘１－８－３－２Ｆ 042-306-7230

東京都 ドラッグセイムス府中西府店 183-0031 東京都府中市西府町１－４５－５ 042-306-8651

東京都 ウェルパーク府中住吉店 183-0034 東京都府中市住吉町４－４６－９ 042-370-1081

東京都 株式会社スギ薬局府中寿町店 183-0056 東京都府中市寿町２－４－４２コープ府中寿町店１Ｆ 042-319-8861

東京都 株式会社ドン・キホーテピカソ国分寺店 185-0012 東京都国分寺市本町２－２－８ 042-320-5411
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東京都 株式会社ウェルパーク国分寺西町店 185-0035 東京都国分寺市西町２－３６－１ 042-501-1305

東京都 株式会社ツルハ国立店 186-0004 東京都国立市中１－１７－２７関口第３ビル１Ｆ 0425-80-2888

東京都 株式会社ウェルパーク花小金井駅前店 187-0002 東京都小平市花小金井１－８－３ 0424-67-0631

東京都 株式会社ウェルパーク小平回田店 187-0013 東京都小平市回田町１００－１ 042-328-1321

東京都 ウエルシアダイエー小平店 187-0031 東京都小平市小川東町２－１２－１ダイエー小平店１Ｆ 042-349-3705

東京都 株式会社ドン・キホーテ小平府中街道店 187-0031 東京都小平市小川東町１－５－２２ 042-349-3031

東京都 株式会社ウェルパーク小平小川橋店 187-0032 東京都小平市小川町１－４３２ 042-349-1166

東京都 株式会社マツモトキヨシ新ひばりが丘店 188-0001 東京都西東京市谷戸町２－１－８０ 0424-63-7808

東京都 株式会社スギ薬局コープ秋津町店 189-0001 東京都東村山市秋津町２－１８－２コープ東村山秋津町店１Ｆ 042-306-2741

東京都 株式会社スギ薬局ラーレ東村山店 189-0003 東京都東村山市久米川町３－１－４ 042-399-2170

東京都 ウェルパーク東村山東口店 189-0014 東京都東村山市本町２－１７－３ 042-306-1010

東京都 ウェルパーク立川北口大通り店 190-0012 東京都立川市曙町２－７－１７ 042-518-9056

東京都 ウェルパーク立川北口店 190-0012 東京都立川市曙町２－２－２６ 042-595-6356

東京都 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ立川店 190-0012 東京都立川市曙町２－１８－１８ 042-540-6431

東京都 コクミンドラッグエキュート立川店 190-0023 東京都立川市柴崎町３－１－１エキュート立川２Ｆ 042-525-1713

東京都 株式会社東急ストア立川駅南口店 190-0023 東京都立川市柴崎町３－６－２９ 042-548-0109

東京都 株式会社ウェルパークあきる野伊奈店 190-0142 東京都あきる野市伊奈９７９－１ 0425-96-1038

東京都 株式会社富士薬品ドラッグセイムス石畑店 190-1211 東京都西多摩郡瑞穂町石畑７３１－１ 042-570-6781

東京都 株式会社ウェルパーク日野栄町店 191-0001 東京都日野市栄町１－３３－４ 042-582-6430

東京都 株式会社ウェルパーク日野神明店 191-0016 東京都日野市神明２－８－１ 042-583-1547

東京都 株式会社ウェルパーク日野万願寺駅前店 191-0022 東京都日野市新井３３－２ 042-587-2755

東京都 ウェルパーク八王子八日町店 192-0071 東京都八王子市八日町１０－３ 042-686-3675

東京都 株式会社ウェルパーク八王子北口店 192-0083 東京都八王子市旭町１３－１５ 0426-45-8540

東京都 株式会社ドン・キホーテ八王子駅前店 192-0085 東京都八王子市中町１－３ 042-646-3810

東京都 株式会社ウェルパーク八王子下恩方店 192-0154 東京都八王子市下恩方町１８７８ 0426-51-0727

東京都 株式会社ウェルパーク八王子堀之内店 192-0355 東京都八王子市堀之内３０４０－１ 042-653-3601

東京都 スギドラッグ西八王子店 193-0832 東京都八王子市散田町３－１７－１コピオ西八王子２Ｆ 042-673-5385

東京都 株式会社東急ストアつくしの店 194-0001 東京都町田市つくし野１丁目３０－１ 042-795-2061

東京都 株式会社スギ薬局南町田店 194-0005 東京都町田市南町田１－１３－５０ 042-706-8975

東京都 株式会社ウェルパーク町田金森店 194-0012 東京都町田市金森３－７－１８ 042-850-5433

東京都 株式会社スギ薬局町田高ケ坂店 194-0014 東京都町田市高ケ坂４７９－６ 042-710-8571

東京都 株式会社ウェルパーク町田旭町店 194-0023 東京都町田市旭町１－８－２４－１ 042-710-0788

東京都 株式会社富士薬品ドラッグセイムス町田木曽店 194-0033 東京都町田市木曽町４９３－２ 042-709-0131

東京都 ツルハドラッグ町田忠生店 194-0035 東京都町田市忠生３－１－１２ 042-789-7268

東京都 ディスカウントドラッグコスモス町田根岸店 194-0038 東京都町田市根岸２－２５－４ 042-794-9334

東京都 株式会社ウェルパーク町田成瀬店 194-0044 東京都町田市成瀬５０８７ 042-729-0717

東京都 株式会社ミスターマックス町田多摩境店 194-0215 東京都町田市小山ケ丘６－１－１０ 042-775-2311

東京都 株式会社コクミン拝島駅店 196-0003 東京都昭島市松原町４－１４－４Ｄｉｌａ拝島内 042-500-5930

東京都 株式会社カインズホーム昭島店 196-0012 東京都昭島市つつじが丘２－８－５５ 042-500-0777

東京都 マツモトキヨシモリタウン昭島店 196-0014 東京都昭島市田中町５６２－１モリタウン本館１Ｆ 042-549-1036

東京都 株式会社マツモトキヨシ昭島中神町店 196-0022 東京都昭島市中神町１－２３－１６ 042-546-6145

東京都 株式会社ウェルパーク西立川店 196-0033 東京都昭島市東町３－５－２２ 042-549-7787

東京都 株式会社スギ薬局福生店 197-0003 東京都福生市熊川９８１－７ 042-539-4101

東京都 株式会社ウェルパーク福生本町店 197-0022 東京都福生市本町２４－１－１０ 042-551-1208

東京都 株式会社富士薬品ドラッグセイムス秋川薬局 197-0804 東京都あきる野市秋川４－１２－６ 042-532-7281

東京都 株式会社東急ストアあきる野とうきゅう 197-0804 東京都あきる野市秋川１丁目１７－１ 042-550-0109

東京都 株式会社ベイシア青梅インター店 198-0024 東京都青梅市新町６－１６－１５ 0428-30-0666

東京都 アマゾンジャパン合同会社青梅ＦＣＴＹＯ４ 198-0025 東京都青梅市末広町２－９－１４Ｌａｎｄｐｏｒｔ青梅３内 07011899052

東京都 株式会社ウェルパーク青梅友田町店 198-0051 東京都青梅市友田町５－３４６－１ 042-823-4951

東京都 株式会社スギ薬局狛江店 201-0003 東京都狛江市和泉本町３－３１－１１ 03-5761-5931

東京都 株式会社ウェルパーク狛江松原店 201-0012 東京都狛江市中和泉２－１－５ 03-3489-4222

東京都 ウェルパーク西東京富士町店 202-0014 東京都西東京市富士町３－８－６ 042-452-9756

東京都 生活協同組合コープとうきょう東伏見店 202-0021 東京都西東京市東伏見３－４－１東伏見ＳＴＥＰ２２内 0424-69-0571

東京都 株式会社ウェルパーク西東京新町店 202-0023 東京都西東京市新町６－１－２ 0422-50-1401

東京都 スギドラッグ東久留米上の原店 203-0001 東京都東久留米市上の原１－４－１０ 042-420-1362

東京都 ウェルパーク東久留米中央町店 203-0054 東京都東久留米市中央町２－１－５７ 042-420-6371

東京都 株式会社ウェルパーク秋津駅前店 204-0004 東京都清瀬市野塩１－３２７－１ 0424-95-8760

東京都 株式会社ウェルパーク清瀬中清戸店 204-0012 東京都清瀬市中清戸３－３４５－１ 042-497-8311

東京都 ウェルパーク清瀬竹丘店 204-0023 東京都清瀬市竹丘２－１５－４ 042-497-2915

東京都 株式会社マツモトキヨシ多摩東寺方店 206-0003 東京都多摩市東寺方６５５－１ 042-311-2310

東京都 生活協同組合コープとうきょう貝取店 206-0012 東京都多摩市貝取３－８ 042-310-1291

東京都 株式会社ウェルパーク武蔵村山店 208-0011 東京都武蔵村山市学園３－４３－２ 042-562-0013

東京都 ドラッグセイムス武蔵村山三ツ藤店 208-0021 東京都武蔵村山市三ツ藤３－１－３ 042-506-8835

東京都 株式会社スギ薬局残堀店 208-0034 東京都武蔵村山市残堀５－１２６－２ 042-520-6731

神奈川県 株式会社コクミン川崎パレール店 210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町８パレール川崎Ｂ１Ｆ 044-221-5930

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス京町店 210-0848 神奈川県川崎市川崎区京町２－１－１ 044-328-0286

神奈川県 株式会社東急ストア新丸子店 211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東１丁目９８９－２ 044-411-0109

神奈川県 株式会社スギ薬局下新城店 211-0042 神奈川県川崎市中原区下新城２－６－６ 044-750-1231

神奈川県 株式会社ウェルパーク川崎古川店 212-0025 神奈川県川崎市幸区古川町１３１ 044-589-5171

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ鹿島田店 212-0027 神奈川県川崎市幸区新塚越２１０ 044-542-2289

神奈川県 株式会社ドン・キホーテ溝の口駅前店 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口１－１３－５ 044-829-0322

神奈川県 株式会社東急ストア梶が谷店 213-0013 神奈川県川崎市高津区末長９５－７ 044-877-0109

神奈川県 マツモトキヨシ川崎久地店 213-0032 神奈川県川崎市高津区久地３－１－５ 044-819-5768

神奈川県 ドラッグストアスマイル梶ヶ谷不動前店 213-0034 神奈川県川崎市高津区上作延１１３２－１ 044-856-6590

神奈川県 ドラッグセイムス京王稲田堤店 214-0001 神奈川県川崎市多摩区菅２－１－２７ 044-819-6041

神奈川県 株式会社ウェルパーク川崎中野島店 214-0012 神奈川県川崎市多摩区中野島１－１１－１ 044-455-7560

神奈川県 株式会社ウェルパーク向ケ丘遊園南口店 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸２７５４ 044-932-8320

神奈川県 株式会社ウェルパーク川崎生田店 214-0039 神奈川県川崎市多摩区栗谷３－２－７ 044-954-5237

神奈川県 株式会社ツルハ川崎下麻生店 215-0022 神奈川県川崎市麻生区下麻生２－１－１１ 044-980-0268

神奈川県 株式会社東急ストア鷺沼とうきゅう 216-0004 神奈川県川崎市宮前区鷺沼１－１ 044-855-0109

神奈川県 スギドラッグ宮崎台店 216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎１－９－１－１Ｆ 044-982-1362

神奈川県 株式会社東急ストア宮崎台店 216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎２－１０－１４ 044-857-0109

神奈川県 株式会社ドン・キホーテ横浜西口店 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸２－１５－５ 045-317-3411

神奈川県 株式会社東急ストア横浜店 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸１丁目４－Ｂ１ダイヤモンド地下街 045-314-0109
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神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグＭＡＲＫＩＳみなとみらい店 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－５－１ＭＡＲＫＩＳみなとみらいＢ２Ｆ 045-640-5789

神奈川県 株式会社ウェルパーク津久井中野店 220-0207 神奈川県津久井郡津久井町中野１３６０－１ 042-784-7199

神奈川県 株式会社スギ薬局大口店 221-0015 神奈川県横浜市神奈川区神之木町７－５ 045-439-3651

神奈川県 ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ大口店 221-0015 神奈川県横浜市神奈川区神之木町２－３０ 045-433-1411

神奈川県 株式会社マツモトキヨシトレッサ横浜店 222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町７００ 045-532-2562

神奈川県 株式会社東急ストア菊名店 222-0011 神奈川県横浜市港北区菊名７丁目１－１ 045-433-1321

神奈川県 株式会社ビックカメラ新横浜店 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜２－１００－４５ 045-478-1111

神奈川県 株式会社スギ薬局大倉山店 222-0037 神奈川県横浜市港北区大倉山５－２５－１９ 045-540-6651

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ日吉箕輪店 223-0051 神奈川県横浜市港北区箕輪町２－１－１３ 045-565-4773

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス仲町台駅前薬局 224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台１－５－１ 045-947-0885

神奈川県 ツルハドラッグたまプラーザ駅東店 225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘２－１－２７ 045-482-6933

神奈川県 株式会社東急ストアあざみ野店 225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２丁目１－１ 045-902-0109

神奈川県 株式会社東急ストア市ケ尾店 225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１１５６－１ 045-979-0109

神奈川県 ドラッグストアスマイル鴨居南口店 226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居１－９－１４ 045-532-5003

神奈川県 株式会社東急ストア中山とうきゅう 226-0011 神奈川県横浜市緑区中山町３０４－１ 045-935-0109

神奈川県 株式会社ドン・キホーテ東名横浜インター店 226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘５－１－１ 045-924-3611

神奈川県 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ青葉台店 227-0054 神奈川県横浜市青葉区しらとり台１１－２５ 045-988-7911

神奈川県 株式会社ウェルパーク座間店 228-0027 神奈川県座間市座間２－２８７ 0462-54-3658

神奈川県 株式会社ウェルパーク上鶴間店 228-0802 神奈川県相模原市上鶴間２０８３－１ 042-740-2371

神奈川県 株式会社東急ストア東林間店 228-0802 神奈川県相模原市上鶴間７丁目８－１ 042-745-0109

神奈川県 株式会社ウェルパーク相模原原当麻店 229-0015 神奈川県相模原市下溝６０６－９ 042-777-0651

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス緑が丘店 229-0025 神奈川県相模原市緑が丘１－１１－２ 042-704-1363

神奈川県 株式会社リバースドラッグストアリバース渕野辺店 229-0034 神奈川県相模原市共和４－１４－１ 042-776-3443

神奈川県 株式会社ウェルパーク相模原清新店 229-1116 神奈川県相模原市清新２－１２－１６ 042-751-9566

神奈川県 株式会社ウェルパーク相模原田名店 229-1124 神奈川県相模原市田名４６５７－１ 042-760-0681

神奈川県 株式会社ウェルパーク相模原下九沢店 229-1134 神奈川県相模原市下九沢１７３８－２ 042-763-5811

神奈川県 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ鶴見店 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３－１３－１５ 045-521-0911

神奈川県 株式会社スギ薬局東寺尾店 230-0077 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾１－４－１３－１Ｆ 045-717-6702

神奈川県 株式会社ドン・キホーテ伊勢佐木モール店 231-0045 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町３－９８ 045-250-6061

神奈川県 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ港山下総本店 231-0801 神奈川県横浜市中区新山下１－２－８ 045-628-5211

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン本牧店 231-0821 神奈川県横浜市中区本牧原７－１ 045-624-2121

神奈川県 ドラッグセイムス蒔田駅前店 232-0016 神奈川県横浜市南区宮元町３－５５ 045-315-3743

神奈川県 スギドラッグ港南中央店 233-0004 神奈川県横浜市港南区港南中央通１２－３１－１Ｆ 045-353-5412

神奈川県 マツモトキヨシ京急杉田駅前店 235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田１－１６－１１ 045-353-8472

神奈川県 株式会社東急ストア杉田とうきゅう 235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田１丁目１７－１ 045-776-0109

神奈川県 株式会社マツモトキヨシビアレ横浜店 236-0005 神奈川県横浜市金沢区並木２－１３－２ 045-790-3667

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ追浜駅前店 237-0064 神奈川県横須賀市追浜町１－２８－５ 046-865-6272

神奈川県 株式会社ドン・キホーテピカソ横須賀中央店 238-0007 神奈川県横須賀市若松町１－３－１１ 046-828-4011

神奈川県 株式会社カインズホーム三浦店 238-0113 神奈川県三浦市初声町入江２７３－３ 046-888-0333

神奈川県 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ狩場インター店 240-0025 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町１６４－１ 045-722-3611

神奈川県 株式会社リバースツルハドラッグ南林間駅前店 242-0003 神奈川県大和市林間２－１－１南林間リバゲイン１Ｆ 046-271-6268

神奈川県 株式会社東急ストア中央林間とうきゅう 242-0007 神奈川県大和市中央林間４丁目１２－１ 0462-76-0109

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン大和店 242-0015 神奈川県大和市土地区画整理事業地区内７４街区１外 046-269-1111

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス大和柳橋店 242-0022 神奈川県大和市柳橋１－５－６ 046-265-6121

神奈川県 株式会社ツルハ大和渋谷店 242-0024 神奈川県大和市福田字乙１区１９７８ 046-201-0123

神奈川県 ミロード化粧品アメミヤ 243-0013 神奈川県厚木市泉町１－１ミロード本館４Ｆ 0462-30-3211

神奈川県 株式会社スギ薬局南毛利店 243-0033 神奈川県厚木市温水９０６－１ 046-270-2189

神奈川県 株式会社ウェルパーク愛川春日台店 243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津１５４８－２ 0462-86-7629

神奈川県 株式会社ウェルパ－ク海老名かしわ台店 243-0402 神奈川県海老名市柏ケ谷６３３－１ 046-232-5727

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン海老名店 243-0432 神奈川県海老名市中央２－４－１ 046-231-2121

神奈川県 株式会社ドン・キホーテメガドンキ厚木店 243-0814 神奈川県厚木市妻田南２－８－５ 046-296-1311

神奈川県 株式会社東急ストア戸塚店 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１６－１ 045-864-0109

神奈川県 株式会社ウェルパ－ク立場店 245-0015 神奈川県横浜市泉区中田西１－２－６ 045-806-5150

神奈川県 ウエルシア瀬谷本郷店 246-0015 神奈川県横浜市瀬谷区本郷４－３３－１ 045-300-3061

神奈川県 ウエルシア瀬谷三ツ境店 246-0021 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町２０５ 045-360-3620

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ瀬谷Ｅモール店 246-0021 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町３０９－１ 045-392-2103

神奈川県 そうてつローゼン三ツ境店 246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境２－１９ 045-365-6011

神奈川県 ドラッグストアスマイル三ツ境南口店 246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境１５－１ 045-442-7095

神奈川県 株式会社東急ストア鎌倉とうきゅう 248-0006 神奈川県鎌倉市小町１－２－１１ 0467-25-1337

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ小田原中里店 250-0872 神奈川県小田原市中里２７０－１ 0465-42-7570

神奈川県 株式会社ビックカメラ藤沢店 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢５５９ 0466-29-1111

神奈川県 ウエルシア本藤沢店 251-0875 神奈川県藤沢市本藤沢２－１４－９ 0466-81-3850

神奈川県 株式会社リバースツルハドラッグライズモール座間ひばりが丘店 252-0003 神奈川県座間市ひばりが丘４－１１－１ライズモールひばりが丘内 046-298-1268

神奈川県 株式会社ウェルパーク相模原淵野辺店 252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺２－２２－５ 042-730-3388

神奈川県 株式会社マキヤエスポット相模原淵野辺店 252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺５－１ 042-707-4700

神奈川県 マツモトキヨシ相模原宮下本町店 252-0211 神奈川県相模原市中央区宮下本町１－３１－１０ 042-707-8546

神奈川県 ツルハドラッグ相模原由野台店 252-0222 神奈川県相模原市中央区由野台２－２８－１２ 042-707-7330

神奈川県 株式会社リバースツルハドラッグ相模原矢部店 252-0232 神奈川県相模原市中央区矢部４－１４－９ 042-704-5268

神奈川県 ディスカウントドラッグコスモス上溝店 252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝４５０２－１ 042-707-2133

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ相模原麻溝店 252-0335 神奈川県相模原市南区下溝７５６－６ 042-777-6556

神奈川県 株式会社セイジョー湘南台店 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台１－２－５ 0466-41-3598

神奈川県 ウエルシア藤沢石川店 252-0815 神奈川県藤沢市石川６－２１－３ 0466-86-0071

神奈川県 株式会社東急ストア湘南とうきゅう 252-0816 神奈川県藤沢市遠藤滝ノ沢６９８－１０ 0466-86-0109

神奈川県 株式会社リバースツルハドラッグ藤沢菖蒲沢店 252-0823 神奈川県藤沢市菖蒲沢７９１ 0466-49-5755

神奈川県 株式会社ウェルパーク綾瀬深谷店 252-1103 神奈川県綾瀬市深谷４０１０－１ 0467-79-5131

神奈川県 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ綾瀬店 252-1104 神奈川県綾瀬市大上２－１－１ 0467-71-5711

神奈川県 株式会社ツルハライズモール綾瀬店 252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中７－１８－２０ライズモール綾瀬内 0467-71-2268

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス綾瀬南店 252-1113 神奈川県綾瀬市上土棚中３－４－１１ 0467-79-5361

神奈川県 株式会社ウェルパーク綾瀬上土棚南店 252-1114 神奈川県綾瀬市上土棚南５－９－５ 0467-70-7014

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス寒川駅前店 253-0105 神奈川県高座郡寒川町岡田１０７３－１ 0467-72-5102

神奈川県 スギ薬局平塚宮松町店 254-0036 神奈川県平塚市宮松町９－７ヤオコー平塚宮松町店２Ｆ 0463-73-7231

神奈川県 株式会社マキヤエスポット小田原シティーモール店 256-0813 神奈川県小田原市前川１２０ 0465-45-2331

神奈川県 ＭＥＧＡドン・キホーテ秦野店 257-0015 神奈川県秦野市平沢５３０－２ 0463-81-7311

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン秦野店 257-0041 神奈川県秦野市入船町１２－１ 0463-85-2000
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神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス大井町店 258-0016 神奈川県足柄上郡大井町上大井７８ 0465-85-0830

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス秦野戸川店 259-1306 神奈川県秦野市戸川１６６－１ 0463-74-3181
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