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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 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 イオン東北八戸田向店 031-0011 青森県八戸市田向３－５－１ 0178-71-8866

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 ツルハドラッグ八戸三八城店 031-0073 青森県八戸市売市字右水門下１１－１３ 0178-38-3391

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 イオン株式会社スーパーセンター十和田店 034-0041 青森県十和田市相坂字六日町山１６６－１ 0176-21-3000

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 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

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 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 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 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 株式会社薬王堂青森野辺地店 039-3164 青森県上北郡野辺地町前田７－１ 0175-64-2003

岩手県 ツルハドラッグ盛岡愛宕店 020-0013 岩手県盛岡市愛宕町１１－１９ 019-613-2580

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 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 イオン東北盛岡店 020-0148 岩手県盛岡市前潟４－７－１ 019-605-3700

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 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 ツルハドラッグ盛岡盛南店 020-0851 岩手県盛岡市向中野字細谷地２１－２ 019-656-9625

岩手県 株式会社ツルハ盛岡南仙北店 020-0863 岩手県盛岡市南仙北１－２１－３９ 019-656-5133

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 イオン東北一関店 021-0055 岩手県一関市山目字泥田８９－１ 0191-25-6000

岩手県 クスリのアオキ樋渡店 021-0812 岩手県一関市樋渡５２－１ 0191-34-8100

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 ワンダーグー奥州水沢店 023-0003 岩手県奥州市水沢区佐倉河字川原田６５ 0197-23-7770

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 株式会社薬王堂北上ショッピングプラザ店 024-0063 岩手県北上市九年橋３－１３－７ 0197-63-7171

岩手県 イオン東北江釣子店 024-0072 岩手県北上市北鬼柳１９－６８ 0197-65-2711

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 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 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 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 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 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 株式会社薬王堂高田米崎店 029-2206 岩手県陸前高田市米崎町字松峰５５－１ (90) 6045-3911

岩手県 株式会社薬王堂岩手住田店 029-2311 岩手県気仙郡住田町世田米字川向４８－１ 0192-22-8361

岩手県 薬王堂岩手金ケ崎東店 029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根杉土手６８－１ 0197-34-1191

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 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 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 ウエルシアイオンモール新利府北館店 981-0112 宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前２２イオンモール新利府北館１Ｆ 022-349-5501

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 薬王堂東松島矢本店 981-0506 宮城県東松島市あおい１－１０３ 0225-98-5271

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 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 塩釜蛮紅華湯株式会社ケンコージョイ 981-1223 宮城県名取市下余田字鹿島１０ 022-384-5998

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 ドラッグストアモリ明石南店 981-3101 宮城県仙台市泉区明石南３－７－１ 022-725-8311

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 ドラッグストアモリ七北田店 981-3131 宮城県仙台市泉区七北田字東裏１８０－１ 022-725-7331

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 薬王堂仙台泉紫山店 981-3205 宮城県仙台市泉区紫山４－１－１ 022-341-9552

宮城県 イオン東北仙台中山店 981-3213 宮城県仙台市泉区南中山１－３５－４０ 022-303-1300

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 株式会社マツモトキヨシ明石台店 981-3332 宮城県黒川郡富谷町明石台６－１－３８ 022-771-5190

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新田店 983-0038 宮城県仙台市宮城野区新田２－１７－５０ 022-782-3268

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 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 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 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 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 株式会社ツルハ石巻鹿又店 986-1111 宮城県石巻市鹿又字道的前２０５ 0225-86-5268

1 / 3 ページ



【モイストラボ】　透明BBクリーム　お取り扱い店舗一覧　 2021年12月時点

都道府県店舗名 郵便番号住所 電話番号

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 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 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 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 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 株式会社ヨークベニマル岩沼店 989-2434 宮城県岩沼市藤浪２－４－１０ 0223-29-3949

宮城県 株式会社カワチ薬品岩沼店 989-2452 宮城県岩沼市武隈２８１－１ 0223-22-1615

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 株式会社ツルハ古川福浦店 989-6101 宮城県大崎市古川福浦３－１１－４０ヨークベニマル古川福浦店内 0229-21-8268

宮城県 クスリのアオキ古川駅東店 989-6115 宮城県大崎市古川駅東２－４－３５ 0229-25-3871

宮城県 株式会社ツルハ古川東店 989-6117 宮城県大崎市古川旭３－８－８ 0229-21-1231

宮城県 クスリのアオキ古川稲葉店 989-6135 宮城県大崎市古川稲葉３－７－６ 0229-87-5273

宮城県 株式会社しまむらシャンブル古川店 989-6157 宮城県大崎市古川栄町２２－３０ 0229-21-3285

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

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 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 いとく新国道店 010-0967 秋田県秋田市高陽幸町３１０－６ 018-896-1133

秋田県 ドラッグセイムス秋田新屋店 010-1612 秋田県秋田市新屋豊町６－３７ 018-838-7301

秋田県 株式会社ツルハ秋田土崎店 011-0941 秋田県秋田市土崎港北７－２－２４ 018-880-3268

秋田県 いとく土崎みなと店 011-0945 秋田県秋田市土崎港西３－２－１８ 018-816-0060

秋田県 クスリのツルハ湯沢店 012-0036 秋田県湯沢市両神２８－１ 0183-78-0466

秋田県 イオン東北横手店 013-0043 秋田県横手市安田字向田１４７ 0182-36-3000

秋田県 株式会社ツルハフレスポ横手店 013-0043 秋田県横手市安田字向田１６２－１ 0182-35-6632

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 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 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 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 株式会社ツルハ中仙店 014-0207 秋田県大仙市長野字柳田４６ 0187-56-7268

秋田県 株式会社薬王堂秋田角館店 014-0347 秋田県仙北市角館町小勝田中川原１３２ 0187-42-8521

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 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 株式会社ツルハ本荘南店 015-0855 秋田県由利本荘市二番堰５４ 0184-28-0333

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 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 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 薬王堂三種森岳店 018-2303 秋田県山本郡三種町森岳字岩瀬２２０－１ 0185-88-8351

秋田県 いとく鷹巣ショッピングセンター 018-3302 秋田県北秋田市栄字前綱７６ 0186-69-7799

秋田県 株式会社ツルハ合川店 018-4282 秋田県北秋田市李岱豊田３６－１ 0186-78-9268

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 株式会社ツルハ毛馬内店 018-5334 秋田県鹿角市十和田毛馬内字南陣場３０－１ 0186-35-5775

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 薬王堂大仙神岡店 019-1701 秋田県大仙市神宮寺字大浦前３０－１ 0187-73-7211

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 株式会社ヤマザワ薬品山交ビル店 990-0039 山形県山形市香澄町３－２－１ 023-615-3035

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 株式会社ツルハ山形桜田店 990-2323 山形県山形市桜田東４－９－１１ 023-615-1056

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 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 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 株式会社ツルハ寒河江中郷店 991-0065 山形県寒河江市中郷字本屋敷２７６０－１ 0237-83-4688

山形県 株式会社ヤマザワ薬品寒河江西店 991-0065 山形県寒河江市中郷字角田１６００ 0237-83-4330

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 株式会社カワチ薬品米沢駅前店 992-0026 山形県米沢市東３－４－１ 0238-22-2151

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 ツルハドラッグ鶴岡小真木原店 997-0825 山形県鶴岡市小真木原町５－５９ 0235-64-1210

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 株式会社ツルハ酒田本町店 998-0043 山形県酒田市本町３－４－８ 0234-25-8871

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 ツルハドラッグ酒田若原店 998-0833 山形県酒田市若原町４ 0234-25-0563

山形県 ドラッグヤマザワ山居町店 998-0838 山形県酒田市山居町２－４－１５ 0234-25-8611

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 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 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 株式会社薬王堂山形河北店 999-3511 山形県西村山郡河北町谷地字月山堂３８３ 0237-73-4238

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 株式会社ツルハ遊佐店 999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字新ラ田１０１ 0234-71-5668

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 株式会社ヨークベニマル伊達店 960-0403 福島県伊達郡伊達町前川原８－１ 024-583-4171

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 クスリのアオキ太平寺店 960-8151 福島県福島市太平寺字沖高５５ 024-572-3317

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 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 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 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
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福島県 株式会社ツルハ須賀川西店 962-0013 福島県須賀川市岡東町１９３ 0248-63-8268

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 薬王堂郡山安積店 963-0107 福島県郡山市安積４－５５－１ 024-983-3560

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 株式会社ツルハ郡山日和田店 963-0534 福島県郡山市日和田町字材の木原１５－１ 024-968-1511

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 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 クスリのアオキ桑野大島店 963-8025 福島県郡山市桑野４－５－２０ 024-953-5415

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 薬王堂郡山富久山店 963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字宮田１０－１ 024-926-0685

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 株式会社ツルハ福島古殿店 963-8306 福島県石川郡古殿町田口４０－１ 0247-32-1268

福島県 株式会社ヨークベニマル横塚店 963-8803 福島県郡山市横塚２－１２－３２ 024-941-8415

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

福島県 薬王堂メガステージ二本松店 964-0986 福島県二本松市作田２３７－２ 0243-24-7281

福島県 クスリのアオキ八角店 965-0009 福島県会津若松市八角町１３－５０ 0242-85-8625

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 ツルハドラッグ会津真宮店 965-0102 福島県会津若松市真宮新町北２－９ 0242-93-5644

福島県 ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ会津若松店 965-0849 福島県会津若松市幕内南町９－１０ 0242-36-5611

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 クスリのアオキ喜多方西店 966-0857 福島県喜多方市町西９０３９－１ 0241-23-6181

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 ツルハドラッグ白河大信店 969-0309 福島県白河市大信町屋字朴田６１－３ 0248-54-5268

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 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 ツルハドラッグ会津高田店 969-6266 福島県大沼郡会津美里町布才地５８１－１ 0242-23-7792

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三倉店 970-8026 福島県いわき市平字三倉６６－５ 0246-35-7371

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 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 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 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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