【モイストラボ】

透明BBクリーム

お取り扱い店舗一覧

2021年10月時点

都道府県 店舗名

郵便番号 住所

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

電話番号

青森県

株式会社薬王堂十和田元町店

034-0002 青森県十和田市元町西５－１－７

0176-25-6370

青森県

ワンダーグー十和田店

034-0003 青森県十和田市元町東１－６－２３

0176-21-2525

青森県

株式会社ツルハ十和田東店

034-0012 青森県十和田市東一番町１－３０

0176-21-5268

青森県

薬王堂むつ横迎町店

035-0033 青森県むつ市横迎町１－１１－４５

0175-33-2860

青森県

株式会社ツルハむつ小川店

035-0071 青森県むつ市小川町１－１０４－１

0175-33-9268

青森県

株式会社ツルハ黒石店

036-0372 青森県黒石市錦町８－６

0172-59-0327

青森県

薬王堂弘前相馬店

036-1501 青森県弘前市湯口字一ノ細川５１－１

0172-55-6757

青森県

株式会社ツルハ弘前堅田店

036-8052 青森県弘前市堅田２－２－２２

0172-39-1344

青森県

株式会社ドン・キホーテ弘前店

036-8084 青森県弘前市高田５－２－８

0172-29-2611

青森県

ドン・キホーテ五所川原店

037-0004 青森県五所川原市唐笠柳字藤巻８８１

0173-38-5811

青森県

ツルハドラッグ五所川原広田店

037-0023 青森県五所川原市広田字柳沼４１－２

0173-26-0980

青森県

株式会社薬王堂新宮店

037-0065 青森県五所川原市幾世森１７５－１

0173-33-0890

青森県

株式会社薬王堂青森鶴田店

038-3503 青森県北津軽郡鶴田町鶴田字早瀬１１９－２

0173-23-0616

青森県

株式会社薬王堂青森下田店

039-2187 青森県上北郡おいらせ町緑ケ丘１－５０－２

0176-57-2122

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

ウエルシア盛岡本町通店

020-0015 岩手県盛岡市本町通２－１３－８

019-604-7383

岩手県

株式会社薬王堂盛岡太田店

020-0051 岩手県盛岡市下太田谷地５６

019-658-1033

岩手県

ドラッグストアマツモトキヨシアクロスプラザ盛岡みたけ店

020-0122 岩手県盛岡市みたけ２－８－３０アクロスプラザ盛岡みたけ内

019-647-4531

岩手県

株式会社ツルハ盛岡大館町店

020-0147 岩手県盛岡市大館町１８－３

019-648-6288

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

株式会社ツルハ盛岡向中野店

020-0851 岩手県盛岡市向中野５－２９－３８

019-656-4268

岩手県

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

ウエルシア一関末広店

021-0032 岩手県一関市末広１－８－１８

0191-23-2512

岩手県

株式会社ツルハ一関山目店

021-0055 岩手県一関市山目字泥田８６－１

0191-33-1268

岩手県

株式会社薬王堂大船渡店

022-0004 岩手県大船渡市猪川町字中井沢１５－１

0192-27-5300

岩手県

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

株式会社ツルハ水沢大鐘店

023-0855 岩手県奥州市水沢区南大鐘１－８５

0197-51-1268

岩手県

イオンリテール株式会社イオン江釣子店

024-0072 岩手県北上市北鬼柳１９－６８

0197-65-2711

岩手県

ツルハガルドドラッグ北上店

024-0083 岩手県北上市柳原町１－４－１４０

0197-61-2520

岩手県

ウエルシア北上さくら通り店

024-0084 岩手県北上市さくら通り１－１－３４

0197-63-6980

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

ツルハドラッグ花巻御田屋町店

025-0082 岩手県花巻市御田屋町４－１６

0198-24-6268

岩手県

株式会社薬王堂釜石鈴子店

026-0031 岩手県釜石市鈴子町１３－２

0193-22-8900

岩手県

株式会社薬王堂釜石店

026-0054 岩手県釜石市野田町３－３－１

0193-25-2303

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

株式会社ツルハ久慈店

028-0041 岩手県久慈市長内町２９地割８－１

0194-52-7200

岩手県

株式会社薬王堂久慈川崎店

028-0051 岩手県久慈市川崎町第１１－１８

0194-52-1999

岩手県

ツルハドラッグ遠野松崎店

028-0541 岩手県遠野市松崎町白岩１９地割４８－１

0198-68-3990

岩手県

ツルハドラッグ大槌店

028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第２３地割８－１

0193-27-5472

岩手県

株式会社薬王堂矢巾店

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

株式会社薬王堂二戸店

028-6103 岩手県二戸市石切所字狼穴２１－１

0195-23-1055

岩手県

クスリのアオキ大更店

028-7111 岩手県八幡平市大更第２１地割３８－１

0195-78-8666

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

イオンリテール株式会社イオン前沢店

029-4204 岩手県奥州市前沢区向田２－８５

0197-41-3111

宮城県

イオンリテールストア株式会社イオン仙台店

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

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

株式会社薬王堂東松島大曲店

981-0502 宮城県東松島市大曲字堺堀１７８－１

0225-24-8923

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

株式会社ツルハ荒巻本沢店

981-0966 宮城県仙台市青葉区荒巻本沢１－３０３

022-303-3016

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

ウエルシア名取大手町店

981-1232 宮城県名取市大手町５－３－２

022-383-2633

宮城県

株式会社ツルハ角田中央店

981-1505 宮城県角田市角田字町２２２－２

0224-63-1268

宮城県

株式会社ツルハ市名坂店

981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字万吉前１１７－１

022-771-7268

宮城県

株式会社ツルハグロージェ泉大沢店

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

022-771-7708

宮城県

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

薬王堂富谷西沢店

981-3311 宮城県富谷市富谷西沢８４－１

022-347-4451

宮城県

株式会社カインズホーム仙台富谷店

981-3326 宮城県黒川郡富谷町明石字上桜ノ木１２８－１

022-348-5111

宮城県

株式会社ツルハ大和吉岡店

981-3625 宮城県黒川郡大和町吉田字高田東３５

022-347-2808

宮城県

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

ウエルシア仙台あすと長町店

982-0001 宮城県仙台市太白区八本松２－２－８

022-746-8850

宮城県

ツルハドラッグ長町南店

982-0012 宮城県仙台市太白区長町南４－１３－２

022-393-9268

宮城県

ウエルシア仙台富沢西店

982-0032 宮城県仙台市太白区富沢字鍛冶屋敷前３４

022-307-5081

宮城県

株式会社ツルハ仙台山田店

982-0815 宮城県仙台市太白区山田上ノ台町１４－１６

022-307-6061

宮城県

株式会社ツルハ小鶴新田店

983-0038 宮城県仙台市宮城野区新田東土地区画整理事業地

022-782-7009

宮城県

株式会社マツモトキヨシ東日本販売新田東２丁目店

983-0039 宮城県仙台市宮城野区新田東２－１－７

022-782-0309

宮城県

株式会社カワチ薬品岩切店

983-0821 宮城県仙台市宮城野区岩切字分台７４－１

022-255-1901

宮城県

イオンリテール株式会社イオン仙台幸町店

983-0836 宮城県仙台市宮城野区幸町５－１０－１

022-292-1001

宮城県

ドラッグヤマザワ荒井店

984-0032 宮城県仙台市若林区荒井３－２９－３

022-390-4688

宮城県

株式会社ツルハ塩釜店

985-0004 宮城県塩竈市藤倉２－１４－４２

022-361-3093

宮城県

株式会社ツルハ塩釜栄町店

985-0063 宮城県塩竈市栄町９－３６

022-361-9268

宮城県

有限会社多賀城ファーマシー

985-0842 宮城県多賀城市桜木３－１０－９３

022-362-1675

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

ドラッグストアマツモトキヨシ多賀城八幡店

985-0874 宮城県多賀城市八幡３－５－３５

022-762-6536

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恵み野店

986-0861 宮城県石巻市蛇田字新金沼３４４－１

0225-23-2768

宮城県

株式会社ツルハ石巻蛇田店

986-0861 宮城県石巻市蛇田字新丸井戸４４－１

0225-21-7268
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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

電話番号

宮城県

株式会社ツルハ宮城蔵王店

989-0821 宮城県刈田郡蔵王町円田字西浦上５

0224-22-7760

宮城県

ウエルシア船岡中央店

989-1601 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３－１８－１０

0224-54-2347

宮城県

ツルハドラッグ柴田船岡店

989-1606 宮城県柴田郡柴田町船岡字新田２０８－３

0224-87-8699

宮城県

株式会社薬王堂亘理祝田店

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

ウエルシア岩沼中央店

989-2432 宮城県岩沼市中央４－３５３－１

0223-25-6270

宮城県

クスリのアオキ藤浪店

989-2434 宮城県岩沼市藤浪１－４－１０

0223-23-0617

宮城県

株式会社ツルハ宮城鹿島台店

989-4102 宮城県大崎市鹿島台木間塚字小谷地２２８－１

0229-57-1228

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

株式会社ツルハ古川中里店

989-6143 宮城県大崎市古川中里５－１５－４１

0229-21-7268

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

株式会社ツルハ秋田楢山店

010-0029 秋田県秋田市楢山川口境４－２１

018-884-3268

秋田県

薬王堂秋田天徳寺通店

010-0812 秋田県秋田市泉三嶽根７－２３

018-893-4861

秋田県

株式会社ツルハ秋田仁井田店

010-1427 秋田県秋田市仁井田新田２－５－１６

018-892-7268

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

株式会社薬王堂横手町店

013-0061 秋田県横手市横手町字一ノ口５１－１

0182-36-0020

秋田県

株式会社薬王堂大曲飯田店

014-0067 秋田県大曲市飯田字屋敷通７５－１

0187-62-1733

秋田県

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

いとく大館ショッピングセンター

017-0044 秋田県大館市御成町３－７－５８

0186-49-1717

秋田県

調剤薬局クスリのツルハ大館中道店

017-0045 秋田県大館市中道２－２－５４

0186-59-5268

秋田県

いとく大館東店

017-0803 秋田県大館市東台２－１－９

0186-44-4400

秋田県

株式会社ツルハ象潟店

018-0111 秋田県にかほ市象潟町武道島１４９－２

0184-32-5268

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

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

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

山形県

株式会社ツルハ新山辺店

990-0300 山形県東村山郡山辺町嶋の前土地区画整理地区内１７街区

023-667-0078

山形県

イオンリテール株式会社イオン山形北店

990-0810 山形県山形市馬見ケ崎２－１２－１９

023-682-5500

山形県

ウエルシア山形桧町店

990-0813 山形県山形市桧町３－８－２７

023-682-9733

山形県

クスリのアオキ江俣店

990-0861 山形県山形市江俣１－９－４

023-666-5721

山形県

ツルハドラッグ山形瀬波店

990-0881 山形県山形市瀬波１－５－８

023-682-1268

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松山店

990-2412 山形県山形市松山３－６－６

023-615-1178

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

ツルハドラッグ寒河江東店

991-0041 山形県寒河江市寒河江字横道１２１－１

0237-84-0086

山形県

株式会社ツルハ寒河江西店

991-0041 山形県寒河江市寒河江字塩水７１

0237-83-0140

山形県

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

株式会社ツルハ天童芳賀店

994-0061 山形県天童市東芳賀２－８－２５

023-658-1788

山形県

株式会社ツルハ村山店

995-0025 山形県村山市楯岡２－１２－１２

0237-52-3156

山形県

株式会社ツルハ新庄末広町店

996-0031 山形県新庄市末広町３－５

0233-28-1268

山形県

薬王堂新庄中道町店

996-0081 山形県新庄市中道町１５－５

0233-29-5105

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

株式会社東北セイムスドラッグセイムス鶴岡大山店

997-1122 山形県鶴岡市友江字川向２９６－３

0235-64-8773

山形県

ツルハドラッグ三川南店

997-1301 山形県東田川郡三川町横山字横山４０

0235-26-0955

山形県

ウエルシア酒田亀ケ崎店

998-0842 山形県酒田市亀ケ崎３－１９－１０

0234-21-2260

山形県

クスリのツルハ川西店

999-0121 山形県東置賜郡川西町上小松字南美女木１２１６－１

0238-46-5250

山形県

株式会社薬王堂山形川西店

999-0122 山形県東置賜郡川西町中小松２５０４－１

0238-46-2150

山形県

株式会社ツルハ飯豊店

999-0604 山形県西置賜郡飯豊町椿４６４２

0238-86-3268

山形県

ドラッグヤマザワ谷地店

999-3511 山形県西村山郡河北町谷地字月山堂１１５３－１

0237-73-4525

山形県

ウエルシア東根温泉町店

999-3702 山形県東根市温泉町１－２－１７

0237-41-0863

山形県

株式会社ツルハ東根神町店

999-3737 山形県東根市若木字若木５８８０－１

0237-49-2133

山形県

株式会社ツルハ尾花沢新町店

999-4224 山形県尾花沢市新町１－６－３０

0237-24-1268

山形県

株式会社ツルハ鶴岡あつみ店

999-7126 山形県鶴岡市鼠ケ関字奥田１５

0235-48-4551

山形県

株式会社ツルハ藤島店

999-7604 山形県鶴岡市藤浪４－１１１－１４

0235-78-2680

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

株式会社ハシドラッグ保原店

960-0601 福島県伊達市保原町栄町３８－１

024-574-3121

福島県

薬王堂福島川俣店

960-1406 福島県伊達郡川俣町鶴沢字堂ノ窪２２－１

024-529-6891

福島県

コクミンドラッグ福島駅店

960-8031 福島県福島市栄町１－１福島駅西口

024-531-9301

福島県

クスリのアオキ太平寺店

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

株式会社ツルハ白河西店

961-0985 福島県白河市和尚壇２－４５

0248-21-0268

福島県

株式会社ツルハ西郷店

961-8091 福島県西白河郡西郷村熊倉字折口原２５４－１

0248-48-0268

福島県

株式会社ツルハ須賀川西店

962-0013 福島県須賀川市岡東町１９３

0248-63-8268

福島県

株式会社ツルハ須賀川店

962-0803 福島県須賀川市古河８１

0248-63-7570

福島県

株式会社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

ドラッグてらしま棚倉店

963-5663 福島県東白川郡棚倉町流字餅田１９

0247-23-1288

福島県

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

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

クスリのアオキ白虎町店

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

0242-36-7582

福島県

株式会社ツルハ会津扇町店

965-0024 福島県会津若松市白虎町１１４－１

0242-37-7268

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
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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

電話番号

福島県

クスリのアオキ城西町店

965-0864 福島県会津若松市城西町８－１２

0242-36-7317

福島県

ツルハドラッグ喜多方上江店

966-0043 福島県喜多方市上江３６４７－４

0241-23-6950

福島県

ウエルシア喜多方常盤台店

966-0801 福島県喜多方市常盤台４６－１

0241-21-1050

福島県

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

ツルハドラッグ矢吹北店

969-0211 福島県西白河郡矢吹町北町１６４－５

0248-21-6103

福島県

株式会社ツルハ矢吹店

969-0236 福島県西白河郡矢吹町中畑新田字八幡町４２２

0248-41-2772

福島県

株式会社ツルハ本宮店

969-1104 福島県安達郡本宮町荒井字久保田１３２－８－２

0243-63-5380

福島県

ウエルシア福島本宮店

969-1128 福島県本宮市本宮舘町１９４

0243-63-1620

福島県

株式会社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

ツルハドラッグいわき鹿島ショッピングセンター店

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

0246-46-2268

福島県

株式会社ツルハ小名浜店

971-8151 福島県いわき市小名浜岡小名１９－１

0246-73-0440

福島県

株式会社ツルハ勿来店

974-8232 福島県いわき市錦町江栗大町１６－１

0246-77-3123

福島県

株式会社ツルハ原町西店

975-0015 福島県南相馬市原町区国見町２－１２０－１

0244-25-4268

福島県

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
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