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都道府県店舗名 郵便番号住所 電話番号

北海道 ツルハドラッグ北十二条駅前店 001-0012 北海道札幌市北区北十二条西３－１－６ 011-299-9906

北海道 株式会社ツルハ北二十四条西店 001-0024 北海道札幌市北区北二十四条西９－１－１ 011-708-8032

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー麻生北三十五条店 001-0035 北海道札幌市北区北三十五条西４－２－１５ 011-708-7080

北海道 株式会社ツルハ北三十六条西店 001-0036 北海道札幌市北区北三十六条西９－２－１０ 011-708-0377

北海道 イオン北海道株式会社イオン札幌麻生店 001-0039 北海道札幌市北区北三十九条西４－１－５ 011-709-2111

北海道 ツルハドラッグ麻生店 001-0040 北海道札幌市北区北四十条西５－４－２０ 011-708-8268

北海道 株式会社ツルハ新琴似一条店 001-0901 北海道札幌市北区新琴似一条７－９－３５ 011-769-1268

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー新琴似店 001-0902 北海道札幌市北区新琴似二条８－１－１０ 011-769-8585

北海道 株式会社ツルハ新琴似七条店 001-0907 北海道札幌市北区新琴似七条６－２－１ 011-769-8268

北海道 株式会社ツルハ新琴似四番通店 001-0907 北海道札幌市北区新琴似七条１２－１－３３ 011-769-5577

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー新琴似６番通店 001-0911 北海道札幌市北区新琴似十一条５－１－４３ 011-766-8588

北海道 株式会社ツルハ新川三条店 001-0923 北海道札幌市北区新川三条３－３－２３ 011-769-6268

北海道 ツルハドラッグ屯田五条店 002-0855 北海道札幌市北区屯田五条５－３－６ 011-775-5268

北海道 サツドラ屯田８条店 002-0858 北海道札幌市北区屯田八条７－１０－３３ 011-299-1911

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー屯田店 002-0859 北海道札幌市北区屯田九条３－１－１ 011-770-6100

北海道 株式会社ツルハ篠路店 002-8023 北海道札幌市北区篠路三条４ 011-776-3551

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー篠路店 002-8025 北海道札幌市北区篠路五条５－１－５ 011-776-5881

北海道 ツルハドラッグ百合が原店 002-8081 北海道札幌市北区百合が原９－１４－１ 011-299-6740

北海道 株式会社ツルハ東札幌店 003-0001 北海道札幌市白石区東札幌一条１－７－１ 011-820-5268

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー東札幌店 003-0001 北海道札幌市白石区東札幌一条２－３－１０ 011-820-2055

北海道 イオン北海道株式会社イオン東札幌店 003-0003 北海道札幌市白石区東札幌三条２－１ 011-824-3161

北海道 株式会社ツルハ栄通店 003-0021 北海道札幌市白石区栄通１４－２－１ 011-859-1268

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー本郷店 003-0024 北海道札幌市白石区本郷通４南１ 011-867-5363

北海道 生活協同組合コープさっぽろほんどおり店 003-0026 北海道札幌市白石区本通８南１－１ 011-861-7172

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー白石本通店 003-0026 北海道札幌市白石区本通１３南５－１ 011-860-3301

北海道 株式会社ツルハ菊水元町店 003-0822 北海道札幌市白石区菊水元町二条２－５ 011-879-8268

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー北郷店 003-0832 北海道札幌市白石区北郷二条７－６－１５ 011-876-1661

北海道 生協コープさっぽろ川下店 003-0863 北海道札幌市白石区川下三条４－１ 011-872-4731

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー川下店 003-0863 北海道札幌市白石区川下三条５－１－２６ 011-876-1577

北海道 株式会社ツルハ厚別東店 004-0005 北海道札幌市厚別区厚別東五条３ 011-809-7777

北海道 株式会社ツルハひばりが丘店 004-0022 北海道札幌市厚別区厚別南２－１０－１０ 011-801-8268

北海道 株式会社ツルハ上野幌店 004-0033 北海道札幌市厚別区上野幌三条２ 011-801-6268

北海道 サツドラ大谷地東店 004-0041 北海道札幌市厚別区大谷地東５－１３－６ 011-890-1515

北海道 イオン北海道株式会社イオン新さっぽろ店 004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央二条５－７－１ 011-892-5121

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー美しが丘南店 004-0814 北海道札幌市清田区美しが丘四条５ 011-887-1611

北海道 株式会社ツルハ真栄店 004-0833 北海道札幌市清田区真栄三条２－１８－１０ 011-887-3268

北海道 株式会社ツルハ清田店 004-0842 北海道札幌市清田区清田二条３－１１－４０ 011-888-3268

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー清田二条店 004-0842 北海道札幌市清田区清田二条２－２０－２０ 011-888-3700

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー北野店 004-0866 北海道札幌市清田区北野六条２－１４－１ 011-887-5255

北海道 株式会社ツルハ北野店 004-0867 北海道札幌市清田区北野七条５－１２－２０ 011-887-2268

北海道 イオン北海道株式会社イオン札幌平岡店 004-0873 北海道札幌市清田区平岡三条５－３－１ 011-889-5001

北海道 生協コープさっぽろルミネひらおか店 004-0882 北海道札幌市清田区平岡公園東３－１－５ 011-885-3539

北海道 株式会社ツルハ澄川三条店 005-0003 北海道札幌市南区澄川三条３－３－７ 011-837-2002

北海道 生協コープさっぽろ西岡店 005-0006 北海道札幌市南区澄川六条４－１－１ 011-822-2711

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー真駒内緑町店 005-0013 北海道札幌市南区真駒内緑町１－１－６ 011-588-6000

北海道 イオン北海道株式会社イオン札幌藻岩店 005-0802 北海道札幌市南区川沿二条２－１－１ 011-571-3100

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー川沿店 005-0803 北海道札幌市南区川沿三条３－３－１０ 011-572-5901

北海道 生協コープさっぽろソシア店 005-0805 北海道札幌市南区川沿五条２－３－１０ 011-571-5141

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー中ノ沢店 005-0831 北海道札幌市南区中ノ沢２－２ホクレンショップ中ノ沢店内 011-578-8577

北海道 株式会社ツルハ石山店 005-0842 北海道札幌市南区石山二条９－７－５９ 011-593-8268

北海道 生活協同組合コープさっぽろ西宮の沢店 006-0003 北海道札幌市手稲区西宮の沢三条１ 011-665-0051

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー西宮の沢四条店 006-0004 北海道札幌市手稲区西宮の沢四条２－４－１ 011-669-1820

北海道 株式会社ツルハ手稲富丘店 006-0011 北海道札幌市手稲区富丘一条４－１３－１０ 011-688-2680

北海道 サツドラクロスモール新発寒店 006-0802 北海道札幌市手稲区新発寒二条１－１－１クロスモール新発寒内 011-669-2525

北海道 生協コープさっぽろ西発寒店 006-0805 北海道札幌市手稲区新発寒五条１－１０ 011-694-5141

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー手稲前田二条店 006-0812 北海道札幌市手稲区前田二条１３－３－２０ 011-686-7933

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー手稲前田店 006-0817 北海道札幌市手稲区前田七条１１－２－２ 011-686-8655

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー星置店 006-0851 北海道札幌市手稲区星置一条２－１－１ 0116-88-1011

北海道 株式会社ツルハ手稲星置駅前店 006-0851 北海道札幌市手稲区星置一条２－２－１ 011-699-7268

北海道 イオン株式会社スーパーセンター手稲山口店 006-0860 北海道札幌市手稲区手稲山口４１－６ 011-699-8201

北海道 サツドラ東雁来十一条店 007-0031 北海道札幌市東区東雁来十一条４－１－３０ 011-790-5230

北海道 イオン北海道株式会社イオン札幌苗穂店 007-0802 北海道札幌市東区東苗穂二条３－１－１ 011-780-7600

北海道 サツドラ東苗穂四条店 007-0804 北海道札幌市東区東苗穂四条２－５－１ 011-780-7007

北海道 クスリのツルハ東苗穂店 007-0812 北海道札幌市東区東苗穂十二条３－６５１－１ 011-790-2083

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー麻生北四十条店 007-0840 北海道札幌市東区北四十条東１－１－２７ 011-750-1515

北海道 株式会社ツルハ北四十一条店 007-0841 北海道札幌市東区北四十一条東５－２－１８ 011-748-8350

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー栄町店 007-0841 北海道札幌市東区北四十一条東１７－４ 011-785-6699

北海道 生協コープさっぽろ人見店 040-0005 北海道函館市人見町２５－１ 0138-54-9425

北海道 株式会社ツルハ函館的場店 040-0021 北海道函館市的場町２０－１ 0138-30-1268

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー日乃出店 040-0022 北海道函館市日乃出町１７－２２ 0138-35-3525

北海道 株式会社ツルハ函館松風店 040-0035 北海道函館市松風町１２－６ 0138-23-0268

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー宝来店 040-0043 北海道函館市宝来町１０－２０ 0138-27-2233

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー函館大縄店 040-0062 北海道函館市大縄町１５－１ 0138-62-5088

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー函館宮前店 040-0073 北海道函館市宮前町１７－３ 0138-44-0770

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー函館白鳥店 040-0081 北海道函館市田家町１６－２５ 0138-62-5003

北海道 クスリのツルハ白鳥店 040-0082 北海道函館市白鳥町２１－２６ 0138-44-1171

北海道 株式会社ツルハ函館桔梗店 041-0801 北海道函館市桔梗町３－３０－１８ 0138-34-5268

北海道 株式会社ツルハ函館石川店 041-0802 北海道函館市石川町３１５－９ 0138-34-2268

北海道 サツドラ函館石川店 041-0802 北海道函館市石川町４７０－２ 0138-34-6770

北海道 株式会社ツルハ北美原店 041-0806 北海道函館市美原５－５－４６ 0138-34-6818

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー美原店 041-0806 北海道函館市美原３－１３－５ユニークつしまアドマーニ内 0138-47-6658
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北海道 株式会社ツルハ函館桔梗南店 041-0808 北海道函館市桔梗２－１０－８ 0138-34-7268

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー富岡中央店 041-0811 北海道函館市富岡町３－３２－１ 0138-45-1777

北海道 調剤薬局クスリのツルハ昭和店 041-0812 北海道函館市昭和１－２９－７ 0138-62-2720

北海道 株式会社ツルハ亀田本町店 041-0813 北海道函館市亀田本町４－５ 0138-62-6004

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー函館港店 041-0821 北海道函館市港町１－２０－９ 0138-62-1181

北海道 株式会社ツルハ五稜郭店 041-0821 北海道函館市港町１－１－２ 0138-40-0660

北海道 株式会社ツルハ西桔梗店 041-0824 北海道函館市西桔梗町２４６－１２１ 0138-48-0268

北海道 株式会社ツルハ函館日吉店 041-0841 北海道函館市日吉町４－１６－３１ 0138-30-3268

北海道 株式会社ツルハ函館花園店 041-0841 北海道函館市日吉町３－４５－３１ 0138-33-1268

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー函館花園店 041-0843 北海道函館市花園町２６－１ 0138-33-5033

北海道 株式会社ツルハ函館本通店 041-0851 北海道函館市本通２－３８－１４ 0138-30-6268

北海道 生協コープさっぽろ鍛治町店 041-0852 北海道函館市鍛治２－２２－４ 0138-55-0668

北海道 ツルハドラッグ函館鍛治店 041-0852 北海道函館市鍛治２－２２－８ 0138-83-2358

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー函館中道店 041-0853 北海道函館市中道２－３－１３ 0138-35-4222

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー七飯店 041-1122 北海道亀田郡七飯町大川２－１７ 0138-66-2500

北海道 サツドラ北斗本町店 041-1201 北海道北斗市本町３－９－７ 0138-83-6607

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー大野店 041-1251 北海道北斗市本郷４７－１ 0138-77-7301

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー函館川汲店 041-1611 北海道函館市川汲町１６１８－１ 0138-25-2100

北海道 サツドラ函館柏木店 042-0942 北海道函館市柏木町１１－１ 0138-30-1001

北海道 株式会社ツルハ戸倉店 042-0953 北海道函館市戸倉町２６８－１ 0138-36-7778

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー江差柳崎店 043-0021 北海道檜山郡江差町柳崎町１３３－１ 0139-52-4112

北海道 株式会社ツルハ江差新地町店 043-0053 北海道檜山郡江差町新地町１４ 0139-54-2268

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー江差店 043-0055 北海道檜山郡江差町円山２９９－４６ 01395-4-2060

北海道 サツドラ倶知安店 044-0021 北海道虻田郡倶知安町南七条東１－１－９ 0136-21-5035

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー岩内店 045-0002 北海道岩内郡岩内町東山９７－４ 0135-61-4500

北海道 サツドラ岩内清住店 045-0022 北海道岩内郡岩内町清住２５８ 0135-61-2770

北海道 生協コープさっぽろ余市店 046-0003 北海道余市郡余市町黒川町１０－３－３２ 0135-23-4141

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー余市店 046-0003 北海道余市郡余市町黒川町１２－６０ 0135-21-5666

北海道 ツルハドラッグ余市大川店 046-0004 北海道余市郡余市町大川町１８－１２ 0135-48-8721

北海道 イオン北海道株式会社イオン小樽店 047-0008 北海道小樽市築港１１－６ 0134-21-3100

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー小樽若松店 047-0017 北海道小樽市若松２－６－８ 0134-21-6220

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー小樽緑店 047-0034 北海道小樽市緑１－９－１ 0134-22-8870

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー小樽長橋店 047-0036 北海道小樽市長橋４－６－９ 0134-21-5580

北海道 株式会社ツルハ小樽手宮店 047-0041 北海道小樽市手宮１－１２０－１１ 0134-33-6058

北海道 株式会社ツルハ小樽梅ケ枝店 047-0044 北海道小樽市梅ケ枝町８－１５ 0134-21-7268

北海道 サツドラ朝里店 047-0152 北海道小樽市新光１－９－１７ 0134-51-2255

北海道 サツドラニセコ元町店 048-1544 北海道虻田郡ニセコ町元町７４－１６ 0136-43-2250

北海道 サツドラルスツ店 048-1731 北海道虻田郡留寿都村留寿都４５－３ 0136-47-2011

北海道 イオン北海道株式会社イオン上磯店 049-0111 北海道北斗市七重浜４－４４－１ 0138-49-8188

北海道 サツドラ北斗七重浜店 049-0111 北海道北斗市七重浜３－２－５２ 0138-50-8808

北海道 生協コープさっぽろほくと店 049-0121 北海道上磯郡上磯町久根別２－２８－１ 0138-73-7573

北海道 株式会社ツルハ東久根別店 049-0121 北海道北斗市久根別１－１－１０ 0138-74-4368

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー久根別店 049-0122 北海道北斗市東浜２－６－３２ 0138-74-3383

北海道 株式会社ツルハ北斗中野通店 049-0156 北海道北斗市中野通１９９－１ 0138-74-2680

北海道 株式会社ツルハ木古内店 049-0422 北海道上磯郡木古内町本町５４５－１ 01392-2-1268

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー森店 049-2304 北海道茅部郡森町新川町２１０－１０ 01374-3-1551

北海道 株式会社ツルハ森店 049-2313 北海道茅部郡森町森川町２３３ 01374-3-2161

北海道 クスリのツルハ八雲店 049-3105 北海道山越郡八雲町東雲町１７－４０ 01376-5-2236

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー八雲店 049-3107 北海道二海郡八雲町本町１２５－１５ 0137-65-5866

北海道 株式会社サッポロドラッグストアーせたな店 049-4501 北海道久遠郡せたな町北檜山区北檜山２１７－２ 0137-84-5088

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー洞爺湖旭町店 049-5611 北海道虻田郡洞爺湖町旭町５－２２ 0142-74-3355

北海道 株式会社ツルハ室蘭中島北店 050-0074 北海道室蘭市中島町１－２８－９－２ 0143-42-2278

北海道 生活協同組合コープさっぽろ東むろらん店 050-0082 北海道室蘭市寿町１－２３ 0143-41-3288

北海道 クスリのツルハ室蘭東町店 050-0083 北海道室蘭市東町１－３０－１ 0143-41-3568

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー室蘭東町店 050-0083 北海道室蘭市東町１－１８－２ 0143-41-7677

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー室蘭駅前店 051-0022 北海道室蘭市海岸町１－３－１６ 0143-25-6211

北海道 株式会社ツルハ室蘭築地店 051-0031 北海道室蘭市築地町８９－３１ 0143-25-1268

北海道 生協コープさっぽろ伊達店 052-0012 北海道伊達市松ケ枝町９－８ 0142-23-6300

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー伊達インター店 052-0014 北海道伊達市舟岡町２３６－１ 0142-21-3055

北海道 イオン北海道株式会社イオン伊達店 052-0021 北海道伊達市末永町８－１ 0142-21-3100

北海道 クスリのツルハ伊達店 052-0021 北海道伊達市末永町８－４ＴＳビル１階 0142-21-2146

北海道 株式会社ツルハ沼ノ端北店 053-0000 北海道苫小牧市北栄町１－２３－１ 0144-52-5666

北海道 株式会社ツルハ苫小牧旭町店 053-0018 北海道苫小牧市旭町１－１－５ 0144-38-1268

北海道 株式会社ツルハ苫小牧王子店 053-0022 北海道苫小牧市表町４ 0144-38-8008

北海道 生活協同組合コープさっぽろステイ店 053-0042 北海道苫小牧市三光町５－６－４ 0144-33-0555

北海道 株式会社ツルハ苫小牧音羽店 053-0044 北海道苫小牧市音羽町２－１８－１３ 0144-38-0268

北海道 株式会社ツルハ苫小牧住吉店 053-0046 北海道苫小牧市住吉町２－２９ 0144-31-2007

北海道 イオン北海道株式会社イオン苫小牧店 053-0053 北海道苫小牧市柳町３－１－２０ 0144-51-3100

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー苫小牧柳町店 053-0053 北海道苫小牧市柳町２－６－１ 0144-53-6155

北海道 株式会社ツルハ苫小牧明野新町店 053-0054 北海道苫小牧市明野新町２－２－８ 0144-53-0268

北海道 株式会社ツルハ苫小牧弥生店 053-0802 北海道苫小牧市弥生町１－２－８ 0144-71-3268

北海道 株式会社ツルハ苫小牧日吉店 053-0816 北海道苫小牧市日吉町１－７－２５ 0144-71-7268

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー苫小牧しらかば店 053-0821 北海道苫小牧市しらかば町２－１－２３ 0144-71-3030

北海道 株式会社ツルハ苫小牧日新店 053-0833 北海道苫小牧市日新町２－６－３０ 0144-71-1788

北海道 株式会社札幌ドラッグストアー富川店 055-0001 北海道沙流郡門別町富川北３－３ 01456-3-1133

北海道 株式会社ツルハ富川店 055-0006 北海道沙流郡日高町富川南２－２－５ 01456-3-1110

北海道 クスリのツルハ静内店 056-0025 北海道静内郡静内町木場町１－１－１００ 0146-45-2668

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー静内店 056-0025 北海道静内郡静内町木場町２－１５ 0146-45-0315

北海道 生活協同組合コープさっぽろパセオ堺町店 057-0033 北海道浦河郡浦河町堺町東６－４９３ 0146-22-1511

北海道 株式会社ツルハ浦河店 057-0034 北海道浦河郡浦河町堺町西６ 0146-23-3700

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー浦河店 057-0034 北海道浦河郡浦河町堺町西６－２－１３ 0146-23-3855
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北海道 クスリのツルハ登別中央店 059-0012 北海道登別市中央町７－７－１ 0143-81-2062

北海道 株式会社ツルハ幌別店 059-0013 北海道登別市幌別町６ 0143-81-6268

北海道 生活協同組合コープさっぽろのぼりべつ桜木店 059-0023 北海道登別市桜木町２－２２－３ 0143-88-2726

北海道 イオン北海道株式会社イオン登別店 059-0026 北海道登別市若山町４－３３－１ 0143-82-3000

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー登別店 059-0028 北海道登別市富岸町２－１２－１ 0143-87-1872

北海道 株式会社ツルハ登別若草店 059-0035 北海道登別市若草町４－１１－１ 0143-82-5755

北海道 生活協同組合コープさっぽろしがイースト店 059-0036 北海道登別市美園町１－８－１ 0143-86-8182

北海道 生活協同組合コープさっぽろパセオしらおい店 059-0904 北海道白老郡白老町東町１－５－１ 0144-82-5790

北海道 クスリのツルハ白老店 059-0906 北海道白老郡白老町本町１丁目９－９ 0144-85-9020

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー苫小牧ときわ町店 059-1261 北海道苫小牧市ときわ町３－１７－１７ 0144-61-5010

北海道 クスリのツルハ苫小牧澄川店 059-1271 北海道苫小牧市澄川町１－２－１ 0144-61-2971

北海道 株式会社ツルハ苫小牧拓勇西店 059-1302 北海道苫小牧市拓勇西町３－２－１ 0144-53-5268

北海道 クスリのツルハ沼ノ端店 059-1364 北海道苫小牧市字沼ノ端６３９－３４ 0144-51-2085

北海道 サツドラ桑園北八条店 060-0008 北海道札幌市中央区北八条西２２－２－１６ 011-624-0370

北海道 イオン北海道株式会社イオン札幌桑園店 060-0008 北海道札幌市中央区北八条西１４－２８ 011-204-7200

北海道 株式会社サッポロドラッグストアーファクトリー店 060-0032 北海道札幌市中央区北二条東４－８－１　フロンティア館２Ｆ 011-222-0766

北海道 アインズ＆トルペル・トロワ店 060-0042 北海道札幌市中央区大通西１－１１ル・トロワ内 011-200-9360

北海道 サッポロドラッグストアパセオ西店 060-0806 北海道札幌市北区北六条西４パセオ１Ｆ 011-213-5402

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー北八条店 060-0908 北海道札幌市東区北八条東４－１９－２４ 011-702-0666

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー当別店 061-0223 北海道石狩郡当別町弥生１１７－２ 0133-25-2220

北海道 株式会社ツルハ北広島店 061-1101 北海道北広島市中の沢１９３－１ 011-376-6000

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー虹ケ丘店 061-1103 北海道北広島市虹ケ丘６－８ 011-374-3337

北海道 株式会社ツルハ北広島中央店 061-1121 北海道北広島市中央５－６－５ 011-376-9268

北海道 生協コープさっぽろエルフィン店 061-1133 北海道北広島市栄町１－４－１ 011-376-6061

北海道 株式会社サッポロドラッグストアーインターヴィレッジ大曲店 061-1270 北海道北広島市大曲２６２ 011-377-9722

北海道 株式会社サッポロドラッグストアーセリオおおまがり店 061-1272 北海道北広島市大曲末広１－２－１セリオおおまがり内 011-370-3266

北海道 生活協同組合コープさっぽろ恵み野店 061-1373 北海道恵庭市恵み野西５－３－１ 0123-37-7250

北海道 調剤薬局クスリのツルハ恵み野西店 061-1373 北海道恵庭市恵み野西３丁目１－１ 0123-39-6022

北海道 株式会社ツルハ恵み野里美店 061-1376 北海道恵庭市恵み野里美１－１－３ 0123-35-4268

北海道 株式会社サッポロドラッグストアーフレスポ恵み野店 061-1376 北海道恵庭市恵み野里美２－１５フレスポ恵み野内 0123-35-2005

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー黄金店 061-1408 北海道恵庭市黄金町２１３－３ 0123-34-5700

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー恵庭泉町店 061-1415 北海道恵庭市泉町７５ 0123-34-6625

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー恵庭新町店 061-1445 北海道恵庭市新町３０－１ 0123-39-5121

北海道 株式会社ツルハ藤野店 061-2282 北海道札幌市南区藤野二条６－７－１ 011-594-2268

北海道 株式会社ツルハ花川南店 061-3203 北海道石狩市花川南三条５－８ 0133-76-1268

北海道 生協コープさっぽろいしかり店 061-3213 北海道石狩市花川北三条３ 0133-74-3531

北海道 株式会社ツルハ花川北店 061-3213 北海道石狩市花川北三条１ 0133-76-2033

北海道 イオン株式会社スーパーセンター石狩店 061-3230 北海道石狩市緑苑台中央１－１－１ 0133-75-9800

北海道 クスリのツルハ樽川店 061-3251 北海道石狩市樽川９条１－１－２ 0133-75-6020

北海道 株式会社ツルハ美園一条店 062-0001 北海道札幌市豊平区美園一条２－３－１ 011-820-6268

北海道 生協コープさっぽろ美園店 062-0006 北海道札幌市豊平区美園六条７丁目１－５ 011-821-2015

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー豊平店 062-0009 北海道札幌市豊平区美園九条３－２３ 011-817-7760

北海道 アインズドラッグストア月寒中央店 062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通７－６－２０ 011-856-9770

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー月寒西一条店 062-0021 北海道札幌市豊平区月寒西一条１１－３－１ 011-859-7713

北海道 イオン北海道株式会社イオン札幌西岡店 062-0033 北海道札幌市豊平区西岡三条９－４－１ 011-856-1000

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー西岡店 062-0039 北海道札幌市豊平区西岡４－１１－１６－２５ 011-588-6002

北海道 株式会社ツルハ月寒東二条店 062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東二条１８－１６３－１２ 011-858-3268

北海道 生活協同組合コープさっぽろ月寒東店 062-0054 北海道札幌市豊平区月寒東四条１１－３－１０ 011-851-7600

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー月寒東店 062-0055 北海道札幌市豊平区月寒東五条８－１－２３ 011-858-7890

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー豊平三条店 062-0903 北海道札幌市豊平区豊平三条２－１－３５ 011-837-6665

北海道 ツルハドラッグ豊平５条店 062-0905 北海道札幌市豊平区豊平五条２－３－１１ 011-826-3700

北海道 生協コープさっぽろ中の島店 062-0921 北海道札幌市豊平区中の島一条４ 011-831-9235

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー中の島店 062-0922 北海道札幌市豊平区中の島二条２－３－３ 011-841-8040

北海道 株式会社ツルハ平岸三条店 062-0933 北海道札幌市豊平区平岸三条１０－３８－２ 011-837-5161

北海道 株式会社ツルハ平岸店 062-0933 北海道札幌市豊平区平岸三条３－６－１ 011-820-8268

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー山の手店 063-0003 北海道札幌市西区山の手三条６－５－１５ 011-621-2605

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー福井店 063-0012 北海道札幌市西区福井４－３－１ 011-668-1181

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー西野一条店 063-0031 北海道札幌市西区西野一条３－１－５ 011-669-6885

北海道 ツルハドラッグ西野三条店 063-0033 北海道札幌市西区西野三条８－９－１８ 011-213-7819

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー西野店 063-0038 北海道札幌市西区西野八条４－１１ 011-669-1717

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー西町南店 063-0062 北海道札幌市西区西町南４－１－１０ 011-668-9811

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー二十四軒店 063-0804 北海道札幌市西区二十四軒四条１－２－２０ 011-631-9880

北海道 株式会社ツルハ琴似中央店 063-0812 北海道札幌市西区琴似二条４－３７４－１ 011-640-6150

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー琴似駅前店 063-0812 北海道札幌市西区琴似二条１－２－１－１Ｆ 011-633-7071

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー発寒五条店 063-0825 北海道札幌市西区発寒五条８－１－３７ 011-669-3133

北海道 イオン北海道株式会社イオン札幌発寒店 063-0828 北海道札幌市西区発寒八条１２－１ 011-669-5000

北海道 クスリのツルハ発寒十三条店 063-0833 北海道札幌市西区発寒十三条４－１３ 011-668-2351

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー琴似八軒店 063-0846 北海道札幌市西区八軒六条西１ 011-640-1218

北海道 株式会社ツルハ琴似駅東口店 063-0861 北海道札幌市西区八軒一条東１－４－１ 011-640-6268

北海道 ツルハドラッグ南六条店 064-0806 北海道札幌市中央区南六条西９－１０１８－２ 011-518-9268

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー西線店 064-0807 北海道札幌市中央区南七条西１５ 011-533-2541

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー旭ケ丘南八条店 064-0808 北海道札幌市中央区南八条西２３－４－１ 011-520-0370

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー南十一条店 064-0811 北海道札幌市中央区南十一条西１０－２－１ 011-520-6565

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー北円山店 064-0822 北海道札幌市中央区北二条西２８丁目 011-640-6558

北海道 サツドラ円山西２８丁目店 064-0825 北海道札幌市中央区北五条西２８－１ 011-633-1300

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー伏見啓明店 064-0913 北海道札幌市中央区南十三条西２２－１－１５ 011-520-1661

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー山鼻南十四条店 064-0914 北海道札幌市中央区南十四条西１５－２－１２ 011-562-1620

北海道 サツドラ南二十二条店 064-0922 北海道札幌市中央区南二十二条西７－１－１ 011-213-1336

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー宮の森三条店 064-0953 北海道札幌市中央区宮の森三条２－５－１ 011-633-0550

北海道 株式会社ラルズビッグハウス苗穂店 065-0007 北海道札幌市東区北七条東１８－２－１ 011-753-2525

北海道 株式会社ツルハ北十八条東店 065-0018 北海道札幌市東区北十八条東１５－１－１０ 011-748-3268
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北海道 株式会社サッポロドラッグストアー北十九条店 065-0019 北海道札幌市東区北十九条東１５－５－１ 011-748-3373

北海道 株式会社ツルハ元町店 065-0024 北海道札幌市東区北二十四条東２０－１－２１ 011-780-2311

北海道 株式会社ツルハ新道元町店 065-0026 北海道札幌市東区北二十六条東２１－７－１ 011-789-2511

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー北栄店 065-0027 北海道札幌市東区北二十七条東１－３－７ 011-733-9855

北海道 イオン北海道株式会社イオン札幌元町店 065-0031 北海道札幌市東区北三十一条東１５－１－１ 011-750-5200

北海道 ツルハドラッグ本町店 065-0042 北海道札幌市東区本町二条４－８－１６ 011-789-7268

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー千歳梅ケ丘店 066-0025 北海道千歳市梅ケ丘１－１－１８ 0123-22-1411

北海道 生活協同組合コープさっぽろパセオすみよし店 066-0026 北海道千歳市住吉４－１４－１１ 0123-42-5511

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー千歳末広店 066-0027 北海道千歳市末広４－３－１ 0123-40-0610

北海道 株式会社ツルハ千歳長都店 066-0031 北海道千歳市長都駅前２－８４２－２ 0123-40-1268

北海道 株式会社ツルハ千歳高台店 066-0035 北海道千歳市高台４－３－５ 0123-49-7268

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー千歳高台店 066-0035 北海道千歳市高台５－７－１２ 0123-40-0777

北海道 株式会社ツルハ千歳新富店 066-0037 北海道千歳市新富１－５－１ 0123-49-7121

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー千歳店 066-0037 北海道千歳市新富３－９－３ 0123-40-7022

北海道 株式会社ツルハ千歳向陽台店 066-0056 北海道千歳市白樺２－６－２ 0123-48-3268

北海道 イオン北海道株式会社イオン千歳店 066-0061 北海道千歳市栄町６－５１ 0123-24-3100

北海道 株式会社ツルハ千歳緑町店 066-0074 北海道千歳市緑町２－１－５８ 0123-49-6268

北海道 生協コープさっぽろえべつ店 067-0032 北海道江別市元江別７７９－１ 011-389-8703

北海道 株式会社ツルハ上江別店 067-0064 北海道江別市上江別４３０－２ 011-391-3078

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー江別一番町店 067-0072 北海道江別市一番町４－２０ 011-380-2505

北海道 株式会社ツルハ岩見沢五条店 068-0005 北海道岩見沢市五条東６－３－９ 0126-31-1268

北海道 生協コープさっぽろ岩見沢東店 068-0014 北海道岩見沢市東町二条７ 0126-22-7761

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー岩見沢店 068-0030 北海道岩見沢市十条西２０－２ 0126-33-8500

北海道 株式会社ツルハ岩見沢鉄北店 068-0044 北海道岩見沢市北四条西１１－３－２４ 0126-32-9268

北海道 生協コープさっぽろ岩見沢南店 068-0816 北海道岩見沢市美園六条８－６－１５ 0126-23-2723

北海道 株式会社ツルハ岩見沢駒園店 068-0834 北海道岩見沢市駒園７－３－４０ 0126-24-8680

北海道 株式会社ツルハ岩見沢大和店 068-0851 北海道岩見沢市大和一条８－３ 0126-32-0051

北海道 ツルハドラッグ岩見沢大和二条店 068-0852 北海道岩見沢市大和二条８－１－３ 0126-31-5268

北海道 イオン北海道株式会社イオン岩見沢店 068-0854 北海道岩見沢市大和四条８－１ 0126-33-6100

北海道 株式会社ツルハ三笠店 068-2152 北海道三笠市多賀町１－１ 01267-4-5525

北海道 イオン株式会社スーパーセンター三笠店 068-2165 北海道三笠市岡山１０５９－１ 01267-4-5100

北海道 株式会社ツルハ南幌店 069-0235 北海道空知郡南幌町中央２－１－２ 011-378-7268

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー江別錦町店 069-0811 北海道江別市錦町４３－３ 011-391-6161

北海道 イオン北海道株式会社イオン江別店 069-0812 北海道江別市幸町３５ 011-384-3100

北海道 生協コープさっぽろ野幌店 069-0814 北海道江別市野幌松並町９－２０ 011-384-2211

北海道 株式会社ツルハ江別住吉店 069-0816 北海道江別市野幌住吉町３７－２ 011-391-6268

北海道 クスリのツルハ代々木店 069-0817 北海道江別市野幌代々木町７７－１ 011-391-4070

北海道 株式会社ツルハ東野幌店 069-0824 北海道江別市東野幌本町３５－２ 011-391-2511

北海道 ツルハドラッグ江別文京台店 069-0833 北海道江別市文京台３１－４ 011-887-9470

北海道 株式会社ツルハ大麻北店 069-0861 北海道江別市大麻北町５２１－３４ 011-388-6006

北海道 ツルハドラッグ大麻中央店 069-0865 北海道江別市大麻南樹町１－３ 011-887-6581

北海道 調剤薬局ツルハドラッグ長沼中央店 069-1334 北海道夕張郡長沼町錦町南１－６－２１ 0123-76-7269

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー栗山朝日店 069-1513 北海道夕張郡栗山町朝日４－１０－１ 0123-73-2828

北海道 株式会社ツルハ旭川東五条店 070-0025 北海道旭川市東五条１１ 0166-29-6566

北海道 株式会社ツルハ東六条店 070-0026 北海道旭川市東六条３ 0166-20-0012

北海道 イオン北海道株式会社イオン旭川駅前店 070-0030 北海道旭川市宮下通７－２－５ 0166-21-4100

北海道 ツルハドラッグ旭川４条西店 070-0034 北海道旭川市４条通１－２２４１－６ 0166-73-3795

北海道 ツルハドラッグ旭川４条店 070-0034 北海道旭川市４条通１５－７５０ 0166-76-6681

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー旭川４条通店 070-0034 北海道旭川市４条通１０－２１８９－１ 0166-21-8330

北海道 イオン北海道株式会社イオン旭川西店 070-0823 北海道旭川市緑町２３－２１６１－３ 0166-59-7800

北海道 株式会社ツルハ近文店 070-0825 北海道旭川市北門町１４－２１４４ 0166-59-0033

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー旭川大町店 070-0842 北海道旭川市大町２条７－７７－１２ 0166-46-9800

北海道 株式会社ツルハ旭川大町３条店 070-0843 北海道旭川市大町３条５－２３９７－１８ 0166-46-6268

北海道 株式会社ツルハ春光一条店 070-0871 北海道旭川市春光一条９－８８－１ 0166-59-5686

北海道 株式会社ツルハ春光５条店 070-0875 北海道旭川市春光５条４－８－１２ 0166-46-8268

北海道 生協コープさっぽろ神楽店 070-8004 北海道旭川市神楽四条５－１－２２ 0166-61-8226

北海道 ツルハドラッグ旭川神楽５条店 070-8005 北海道旭川市神楽５条１２－１－２０ 0166-76-6175

北海道 クスリのツルハ忠和店 070-8044 北海道旭川市忠和四条５丁目４－１１ 0166-69-2009

北海道 生協コープさっぽろ忠和店 070-8045 北海道旭川市忠和五条８－１－２１ 0166-62-7871

北海道 株式会社ツルハ美瑛店 071-0215 北海道上川郡美瑛町扇町２３４－４ 0166-92-7268

北海道 株式会社ツルハ上富良野旭町店 071-0553 北海道空知郡上富良野町旭町４－２１２－１０８ 0167-45-1268

北海道 スーパーセンターＢＥＳＴＯＭ中富良野店 071-0741 北海道空知郡中富良野町中富良野東１線１７号 0167-39-3000

北海道 株式会社ツルハ東川店 071-1426 北海道上川郡東川町北町４－２－２ 0166-82-6268

北海道 株式会社ツルハ東神楽店 071-1521 北海道上川郡東神楽町ひじり野北一条３ 0166-83-6013

北海道 スーパーセンターＢＥＳＴＯＭ東神楽店 071-1523 北海道上川郡東神楽町ひじり野南一条５－１－１ 016-668-5500

北海道 クスリのツルハ末広１条店 071-8131 北海道旭川市末広一条４－２５１－２６２ 0166-46-8588

北海道 株式会社ツルハ旭川末広北店 071-8131 北海道旭川市末広１条１０－１－２０ 0166-57-3268

北海道 株式会社ツルハ旭川春光台店 071-8143 北海道旭川市春光台３条４－６－３ 0166-50-2268

北海道 クスリのツルハ美唄店 072-0004 北海道美唄市東三条北４－１０９３－６ 01266-6-6951

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー美唄店 072-0023 北海道美唄市大通西一条南２－１－１ 0126-66-6661

北海道 株式会社ツルハ南滝の川店 073-0013 北海道滝川市南滝の川１３１－５ 0125-26-0026

北海道 イオン北海道株式会社イオン滝川店 073-0024 北海道滝川市東町２－２５－３ 0125-24-4711

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー滝川東店 073-0024 北海道滝川市東町１－６－２９ 0125-22-9111

北海道 株式会社ツルハ滝川新町店 073-0033 北海道滝川市新町２－１０－３８ 0125-26-0268

北海道 株式会社ツルハ滝川空知町店 073-0034 北海道滝川市空知町２－１２－１２ 0125-24-9268

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー滝川西店 073-0044 北海道滝川市西町４－２１２－４９ 0125-22-0755

北海道 株式会社ツルハ滝川有明店 073-0045 北海道滝川市有明町２－４－５２ 0125-23-0268

北海道 株式会社ツルハ砂川吉野店 073-0121 北海道砂川市吉野一条南５－３５－５ 0125-55-3268

北海道 株式会社札幌ドラッグストアーアシルスガワ店 073-0131 北海道砂川市東一条南１１－９ 0125-54-2933

北海道 株式会社ツルハ砂川店 073-0141 北海道砂川市西一条南２ 0125-55-0000

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー深川店 074-0003 北海道深川市三条１８－２８ 0164-26-8701
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北海道 株式会社ツルハ深川文光店 074-0013 北海道深川市文光町７－１８ 0164-26-8500

北海道 株式会社ツルハ北光店 074-0022 北海道深川市北光町３ 0164-26-0200

北海道 株式会社ツルハ新芦別店 075-0014 北海道芦別市北四条東１－９－１ 0124-24-6200

北海道 株式会社ツルハ富良野弥生店 076-0018 北海道富良野市弥生町４－３６ 0167-22-8268

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー富良野店 076-0022 北海道富良野市若葉町１２－１ 0167-22-8082

北海道 生協コープさっぽろ留萌店 077-0025 北海道留萌市野本町１－１ 0164-43-2661

北海道 株式会社ツルハ留萌店 077-0028 北海道留萌市花園町４ 0164-49-1262

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー留萌花園店 077-0028 北海道留萌市花園町３－２－１１ 0164-42-5501

北海道 株式会社ツルハ留萌西店 077-0033 北海道留萌市見晴町１ 0164-49-2020

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー留萌店 077-0037 北海道留萌市沖見町２－４ 016-449-4611

北海道 ツルハドラッグ当麻店 078-1332 北海道上川郡当麻町宇園別２区 0166-84-7013

北海道 株式会社ツルハ羽幌店 078-4123 北海道苫前郡羽幌町栄町１１７－５ 0164-69-2880

北海道 株式会社ツルハ旭川二条店 078-8212 北海道旭川市二条通２－２３ 0166-37-0037

北海道 ツルハドラッグ旭川７条店 078-8217 北海道旭川市７条通１８－９２－９ 0166-74-4220

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー旭川豊岡４条店 078-8234 北海道旭川市豊岡４条３－６－１３ 0166-37-7666

北海道 ツルハドラッグ旭川豊岡７条店 078-8237 北海道旭川市豊岡７条２－２－３ 0166-73-7268

北海道 クスリのツルハ豊岡十二条店 078-8242 北海道旭川市豊岡十二条４－４－１ 0166-37-8331

北海道 クスリのツルハ東旭川店 078-8251 北海道旭川市東旭川北一条１－２５－１ 0166-36-7181

北海道 株式会社ツルハ旭川神楽岡店 078-8315 北海道旭川市神楽岡５条６－４－２０ 0166-60-7268

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー旭川プラタナス通店 078-8316 北海道旭川市神楽岡６条６－１－８ 0166-60-6070

北海道 株式会社ツルハ旭川南６条店 078-8336 北海道旭川市南６条通１８－２１８２－９０ 0166-37-8268

北海道 株式会社ツルハ東光十条店 078-8350 北海道旭川市東光十条４ 0166-39-3139

北海道 生活協同組合コープさっぽろツインハープ店 078-8373 北海道旭川市旭神３条５－１－６ 0166-65-4611

北海道 株式会社ツルハ旭川緑が丘店 078-8803 北海道旭川市緑が丘東３条１－３－３ 0166-60-9268

北海道 生活協同組合コープさっぽろ赤平店 079-1141 北海道赤平市大町３－１－１ 0125-32-1501

北海道 株式会社ツルハ赤平店 079-1143 北海道赤平市赤平５４０ 0125-34-4115

北海道 イオン北海道株式会社イオン旭川永山店 079-8413 北海道旭川市永山３条１２－２－１１ 0166-47-7111

北海道 株式会社ツルハ永山３条西店 079-8413 北海道旭川市永山３条８－７６－１ 0166-40-3268

北海道 クスリのツルハ永山南店 079-8417 北海道旭川市永山七条５丁目１－１７ 0166-49-2131

北海道 株式会社ツルハ永山環状通店 079-8417 北海道旭川市永山７条５－１－１５ 0166-40-0268

北海道 株式会社ツルハ帯広大通南２４丁目店 080-0010 北海道帯広市大通南２４－１０ 0155-20-5268

北海道 イオン北海道株式会社イオン帯広店 080-0014 北海道帯広市西四条南２０－１ 0155-24-3100

北海道 ツルハドラッグ帯広西五条店 080-0015 北海道帯広市西五条南１８－１２ 0155-67-8144

北海道 クスリのツルハ弥生店 080-0018 北海道帯広市西八条南２９－４－６ 0155-49-0880

北海道 サツドラ帯広西八条店 080-0018 北海道帯広市西八条南１７－２ 0155-20-1105

北海道 株式会社ツルハ緑西店 080-0027 北海道帯広市西十七条南４ 0155-58-3400

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー春駒通店 080-0028 北海道帯広市西十八条南４ 0155-58-6211

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー帯広西十五条店 080-0045 北海道帯広市西十五条北１－１－４ 0155-38-5558

北海道 株式会社ツルハ帯広白樺店 080-0051 北海道帯広市白樺十六条西２－２－４ 0155-38-3470

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー白樺店 080-0051 北海道帯広市白樺十六条西２－７－７ 0155-38-2733

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー音更宝来店 080-0162 北海道河東郡音更町ひびき野仲町１－９ 0155-30-9033

北海道 株式会社サッポロドラックストアー音更店 080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西１４－１－４ 0155-31-2328

北海道 株式会社ツルハ音更木野店 080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西７ 0155-43-5560

北海道 サツドラ音更店 080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西１１－２－２ 0155-43-5561

北海道 クスリのツルハ音更店 080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西１５－２－４ 0155-32-2025

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー帯広東店 080-0805 北海道帯広市東五条南１１－６ 0155-20-1369

北海道 生活協同組合コープさっぽろかしわ店 080-0807 北海道帯広市東七条南１５－２ 0155-23-7250

北海道 株式会社ツルハ帯広東九条店 080-0809 北海道帯広市東九条南９－４－１ 0155-28-4268

北海道 株式会社ツルハ帯広稲田店 080-0831 北海道帯広市稲田町南９線西９－１ 0155-49-2066

北海道 ツルハドラッグ帯広南の森東店 080-0861 北海道帯広市南の森東１－１－１２ 0155-67-5710

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー帯広西十九条店 080-2469 北海道帯広市西十九条南２－２９－１５ 0155-58-4677

北海道 ツルハドラッグ帯広西２０条店 080-2470 北海道帯広市西二十条南２－３１－７ 0155-66-4392

北海道 株式会社ツルハ芽室店 082-0016 北海道河西郡芽室町東六条１－４－４ 0155-62-8168

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー芽室店 082-0016 北海道河西郡芽室町東六条９ 0155-62-6151

北海道 株式会社札幌ドラックストアー池田店 083-0033 北海道中川郡池田町利別南町１７－２３ 01557-2-6755

北海道 イオン北海道株式会社イオン釧路昭和店 084-0910 北海道釧路市昭和中央４－１８－１ 0154-55-7711

北海道 ツルハドラッグ釧路昭和中央店 084-0910 北海道釧路市昭和中央５－２－１２ 0154-55-6268

北海道 株式会社ツルハ釧路昭和店 084-0910 北海道釧路市昭和中央３－３－１ 0154-55-3361

北海道 サツドラ釧路昭和中央店 084-0910 北海道釧路市昭和中央１－１－２ 0154-55-1660

北海道 生活協同組合コープさっぽろほしがうら店 084-0912 北海道釧路市星が浦大通３－５－１３ 0154-55-0501

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー星が浦店 084-0912 北海道釧路市星が浦大通１－４－２２ 0154-55-4811

北海道 株式会社ツルハ釧路若松店 085-0033 北海道釧路市若松町１２－１３ 0154-21-5268

北海道 生活協同組合コープさっぽろ新橋大通店 085-0046 北海道釧路市新橋大通４－１－２ 0154-25-0220

北海道 株式会社ツルハ新橋大通店 085-0046 北海道釧路市新橋大通１－２－１７ 0154-21-8268

北海道 株式会社ツルハ中園店 085-0052 北海道釧路市中園町１０－１ 0154-31-7050

北海道 株式会社ツルハ愛国店 085-0058 北海道釧路市愛国東１－１０－２ 0154-39-0502

北海道 ツルハドラッグ釧路芦野店 085-0061 北海道釧路市芦野５－２７－８ 0154-65-5860

北海道 株式会社ツルハ釧路文苑店 085-0063 北海道釧路市文苑２－４８－１４ 0154-52-1131

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー桜ケ丘店 085-0805 北海道釧路市桜ケ岡１－１０ 0154-92-2210

北海道 株式会社ツルハ桜ケ岡店 085-0805 北海道釧路市桜ケ岡４－１ 0154-92-2230

北海道 クスリのツルハ武佐店 085-0806 北海道釧路市武佐３－６１－１３ 0154-47-2511

北海道 株式会社ツルハ春採７丁目店 085-0813 北海道釧路市春採７－２３３－１６ 0154-46-8821

北海道 株式会社ツルハ釧路緑ケ岡店 085-0814 北海道釧路市緑ケ岡４－８－８０ 0154-44-6008

北海道 生協コープさっぽろ貝塚店 085-0816 北海道釧路市貝塚３－２－２８ 0154-44-2611

北海道 生活協同組合コープさっぽろ別海店 086-0202 北海道野付郡別海町別海旭町１０５ 01537-9-5033

北海道 株式会社ツルハ別海店 086-0202 北海道野付郡別海町別海旭町１５０－２２ 0153-79-6050

北海道 生協コープさっぽろなかしべつ店 086-1005 北海道標津郡中標津町東五条南１ 0153-72-3727

北海道 クスリのツルハ中標津店 086-1015 北海道標津郡中標津町東十五条南１丁目 01537-8-7940

北海道 株式会社ツルハ中標津東店 086-1016 北海道標津郡中標津町東十六条南１１ 01537-8-7576

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー中標津西店 086-1106 北海道標津郡中標津町西六条南１１－６－２ 0153-79-8011

北海道 株式会社ツルハ羅臼店 086-1834 北海道目梨郡羅臼町礼文町２２５－２ 0153-87-5270
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北海道 株式会社サッポロドラッグストアー根室西浜店 087-0025 北海道根室市西浜町８－９５－１ 0153-29-6767

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー根室店 087-0028 北海道根室市大正町１－３２－３ 0153-29-3031

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー白糠店 088-0302 北海道白糠郡白糠町東２条南２４－１－２２ 01547-9-2002

北海道 株式会社ドン・キホーテ釧路店 088-0614 北海道釧路郡釧路町国誉１－３－４ 0154-39-0811

北海道 イオン北海道株式会社イオン釧路店 088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木１－１－７ 0154-36-3111

北海道 ツルハドラッグ釧路桂木店 088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木４－１６ 0154-39-1268

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー桂木店 088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木３－４ 0154-39-2218

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー厚岸店 088-1128 北海道厚岸郡厚岸町港町１０２ 0153-53-3223

北海道 株式会社ツルハ釧路河畔店 088-2143 北海道釧路郡釧路町河畔３－１ 0154-40-6268

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー標茶店 088-2311 北海道川上郡標茶町開運３－６－１ 015-485-0022

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー弟子屈店 088-3202 北海道川上郡弟子屈町鈴蘭３－１－７ 015-482-8383

北海道 ツルハドラッグ弟子屈店 088-3202 北海道川上郡弟子屈町鈴蘭１－３－６ 015-486-7257

北海道 株式会社ツルハ清水店 089-0136 北海道上川郡清水町本通６－２－１ 0156-69-1000

北海道 サツドラ十勝清水店 089-0137 北海道上川郡清水町南一条１－２－２ 0156-67-7575

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー幕別札内店 089-0531 北海道中川郡幕別町札内暁町４－２ 0155-55-5722

北海道 生活協同組合コープさっぽろ札内店 089-0532 北海道中川郡幕別町札内豊町４３－１ 0155-56-3040

北海道 クスリのツルハ札内店 089-0536 北海道中川郡幕別町札内西町９５－１ 0155-28-3352

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー中札内店 089-1330 北海道河西郡中札内村大通南６－３ 0155-67-2283

北海道 サツドラ大樹店 089-2138 北海道広尾郡大樹町柏木町７－４ 01558-9-6633

北海道 株式会社ツルハ本別店 089-3314 北海道中川郡本別町南１－２－２５ 0156-23-0321

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー足寄店 089-3703 北海道足寄郡足寄町北三条１－７－１ 015-625-7500

北海道 株式会社ツルハ北見公園店 090-0015 北海道北見市公園町１３９－１０ 0157-69-2685

北海道 イオン北海道株式会社イオン北見店 090-0052 北海道北見市北進町１－１－１ 0157-66-3100

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー北見若葉店 090-0058 北海道北見市高栄西町１０－１３－７ 0157-69-3877

北海道 生協コープさっぽろきよみ店 090-0063 北海道北見市清見町７０－１ 0157-69-5700

北海道 株式会社ツルハ北見美芳店 090-0064 北海道北見市美芳町８－３－９ 0157-69-7005

北海道 生協コープさっぽろきたみ店 090-0801 北海道北見市春光町１ 0157-24-3200

北海道 クスリのツルハ北見春光店 090-0801 北海道北見市春光町１丁目４９ 0157-66-2289

北海道 クスリのツルハ桜町店 090-0804 北海道北見市桜町６－２－４ 0157-69-3224

北海道 ツルハドラッグ北見南町店 090-0806 北海道北見市南町１－８－５ 0157-57-7917

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー北見栄町店 090-0832 北海道北見市栄町３－４－２４ 0157-69-5011

北海道 株式会社ツルハ北見とん田西町店 090-0834 北海道北見市とん田西町３０８－１ 0157-69-1268

北海道 生活協同組合コープさっぽろみわ店 090-0836 北海道北見市三輪２－４４１－１ 0157-36-8400

北海道 ツルハドラッグ北見三輪北店 090-0837 北海道北見市中央三輪２－３１３－１ 0157-57-6187

北海道 ツルハドラッグ北見中央三輪店 090-0837 北海道北見市中央三輪２－４０１－２ 0157-57-1977

北海道 株式会社ツルハメッセ店 090-0837 北海道北見市中央三輪５－４２３－５ 0157-66-4060

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー美幌栄町店 092-0012 北海道網走郡美幌町栄町２－２－１ 0152-75-4330

北海道 クスリのツルハ美幌店 092-0027 北海道網走郡美幌町稲美８９－４ 01527-5-0345

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー美幌店 092-0027 北海道網走郡美幌町稲美９０－２ 0152-75-1122

北海道 生活協同組合コープさっぽろあばしり店 093-0033 北海道網走市駒場北５－８３－１０ 0152-45-3500

北海道 クスリのツルハつくしケ丘店 093-0034 北海道網走市つくしケ丘２－８８－２９ 0152-61-2181

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー網走店 093-0034 北海道網走市つくしケ丘２－８８－９ 0152-61-6361

北海道 株式会社ツルハ網走北店 093-0074 北海道網走市北四条西４－１－５ 0152-61-1281

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー紋別店 094-0007 北海道紋別市落石町１－２８－３５ 01582-6-4336

北海道 株式会社ツルハ広域紋別病院前店 094-0007 北海道紋別市落石町１－３－８８ 0158-26-3268

北海道 ツルハドラッグ紋別緑町店 094-0014 北海道紋別市緑町５－６－１７ 0158-26-2268

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー士別南大通店 095-0012 北海道士別市東二条９－５ 01652-3-2490

北海道 株式会社ツルハ士別中央店 095-0014 北海道士別市東四条５ 0165-29-7068

北海道 西條百貨店士別店 095-0019 北海道士別市大通東１６－３１４３－１１ 01652-9-2525

北海道 西條百貨店 096-0014 北海道名寄市西４条南８ 01654-3-5151

北海道 ベストホーム名寄店 096-0071 北海道名寄市徳田２４９－１ 01654-9-2525

北海道 イオン北海道株式会社イオン名寄店 096-0071 北海道名寄市徳田８０－１ 01654-9-5000

北海道 クスリのツルハ名寄徳田店 096-0071 北海道名寄市徳田８８－６名寄徳田ショッピングセンター内 01654-9-2822

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー稚内店 097-0002 北海道稚内市潮見２－２５－１ 0162-34-9010

北海道 サツドラ稚内ララプラザ店 097-0002 北海道稚内市潮見１－１０－１５ラルズプラザ稚内店内 0162-34-6006

北海道 西條百貨店稚内店 097-0005 北海道稚内市大黒４丁目７－１ 0162-24-5151

北海道 株式会社ツルハ南稚内店 097-0005 北海道稚内市大黒２－３ 0162-24-7303

北海道 株式会社ツルハ稚内新光店 097-0014 北海道稚内市新光町１４８３－９ 0162-34-7755

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー稚内中央店 097-0022 北海道稚内市中央２－１４－２３ 0162-29-0313

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー利尻店 097-0401 北海道利尻郡利尻町沓形字新湊２８４－１ 0163-89-4730

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー浜頓別店 098-5725 北海道枝幸郡浜頓別町大通５－６ 01634-2-0622

北海道 株式会社西篠百貨店枝幸店 098-5811 北海道枝幸郡枝幸町第一栄町３０１－１ 01636-9-2525

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー遠軽店 099-0402 北海道紋別郡遠軽町二条通北１－４－３ 0158-42-8808

北海道 株式会社ツルハ遠軽南町店 099-0414 北海道紋別郡遠軽町南町３－３－４３ 0158-49-2268

北海道 生協コープさっぽろ遠軽みなみ店 099-0416 北海道紋別郡遠軽町大通南４ 0158-42-3100

北海道 クスリのツルハ遠軽店 099-0416 北海道紋別郡遠軽町大通北４ 01584-9-2140

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー端野店 099-2103 北海道常呂郡端野町三区５６４－１ 0157-67-6660

北海道 株式会社サッポロドラッグストアー斜里店 099-4141 北海道斜里郡斜里町豊倉５１－５ 01522-2-1123

北海道 株式会社ツルハ湧別店 099-6322 北海道紋別郡湧別町北兵村三区５１８－１ 01586-4-2268

青森県 ハッピードラッグ松原店 030-0813 青森県青森市松原３－９－２ 017-723-0800

青森県 ハッピードラッグ勝田店 030-0821 青森県青森市勝田１－２０－１ 017-762-7231

青森県 ハッピードラッグ奥野店 030-0841 青森県青森市奥野２－２６－１０ 017-752-1235

青森県 イオンリテール株式会社イオン青森店 030-0845 青森県青森市緑３－９－２ 017-723-4131

青森県 ハッピードラッグ西大野店 030-0856 青森県青森市西大野３－１３－８ 017-757-8139

青森県 ハッピー・ドラッグ青森八重田ショッピングセンター店 030-0911 青森県青森市造道３－２５－１ 017-718-0612

青森県 ハッピードラッグ八重田店 030-0912 青森県青森市八重田４－３－８ 017-736-5127

青森県 ハッピー・ドラッグ青森浜館店 030-0947 青森県青森市浜館６－４－２１ 017-752-6171

青森県 ハッピードラッグ佃店 030-0962 青森県青森市佃３－５－３３ 017-765-6780

青森県 ハッピードラッグ浪打店 030-0962 青森県青森市佃１－２０－３０ 017-763-0251

青森県 ハッピードラッグ蟹田店 030-1302 青森県東津軽郡外ヶ浜町蟹田中師火箱沢２９－３ 0174-31-0260

青森県 ハッピードラッグ類家店 031-0004 青森県八戸市南類家３－２－１２ 0178-47-4040
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青森県 イオンリテール株式会社イオン八戸田向店 031-0011 青森県八戸市田向字毘沙門平２７－１ 0178-71-8866

青森県 ハッピードラック田向店 031-0011 青森県八戸市田向字毘沙門平３２－１ 0178-73-8228

青森県 ハッピードラッグ小中野大町店 031-0802 青森県八戸市小中野４－１－４７ 0178-71-2280

青森県 ハッピードラッグ八戸湊中道店 031-0812 青森県八戸市湊町字中道５５ 0178-38-5227

青森県 ハッピー・ドラッグ八戸旭ケ丘店 031-0813 青森県八戸市新井田字小久保尻１６－１２７ 0178-38-5036

青森県 ハッピードラッグ湊高台中央店 031-0823 青森県八戸市湊高台４－１８－１３ 0178-20-0520

青森県 ハッピードラック湊高台店 031-0823 青森県八戸市湊高台５－１－１８ 0178-32-1055

青森県 ハッピードラッグ三沢店 033-0023 青森県三沢市下久保４１－５１ 0176-53-7742

青森県 ハッピードラッグ岡三沢店 033-0023 青森県三沢市下久保１－１－３ 0176-27-6625

青森県 ハッピードラッグ松園町店 033-0037 青森県三沢市松園町３－１－１ 0176-50-1650

青森県 ハッピードラッグ十和田店 034-0003 青森県十和田市元町東１－１３－１６ 0176-25-7557

青森県 ハッピードラッグ穂並町店 034-0037 青森県十和田市穂並町７－３ 017-621-5141

青森県 ハッピードラッグむつ店 035-0041 青森県むつ市金曲１－１－１１ 017-533-3411

青森県 ハッピードラッグとまぶモール店 035-0041 青森県むつ市金曲１－２－４ 0175-34-9160

青森県 ハッピードラッグ平賀店 036-0103 青森県平川市本町平野１２－９ 0172-88-8755

青森県 ハッピードラッグ岩木店 036-1325 青森県弘前市一町田字村元５１７－２ 0172-55-6158

青森県 ハッピードラッグ青山店 036-8062 青森県弘前市青山５－２７－４ 0172-88-7228

青森県 ハッピー・ドラッグ弘前堅田店 036-8062 青森県弘前市青山１－１１－２ 0172-55-8266

青森県 ハッピー・ドラッグ弘前城東店 036-8086 青森県弘前市田園３－５－１２ 0172-26-6575

青森県 ハッピードラッグ桔梗野店 036-8227 青森県弘前市桔梗野１－２－２ 0172-55-0877

青森県 ハッピー・ドラッグ弘前浜の町店 036-8324 青森県弘前市浜の町西１－５－２１ 0172-26-6339

青森県 ハッピードラッグ広田店 037-0015 青森県五所川原市姥萢船橋２４２－６ 0173-26-5151

青森県 ハッピー・ドラッグ青森中里店 037-0305 青森県北津軽郡中泊町中里字紅葉坂１５９－１ 0173-26-5639

青森県 ハッピードラッグ沖館店 038-0012 青森県青森市柳川２－４－２２ 017-761-6555

青森県 ハッピードラッグ久須志店 038-0013 青森県青森市久須志３－２４２－４ 017-762-7088

青森県 ハッピードラッグ三内店 038-0031 青森県青森市三内字玉作２－７２ 017-782-8060

青森県 ハッピー・ドラッグ青森油川店 038-0059 青森県青森市油川字浪返１０２－１ 017-763-0107

青森県 ハッピードラッグ深浦店 038-2324 青森県西津軽郡深浦町深浦字苗代沢２７－１ 0173-82-0215

青森県 ハッピードラッグ鯵ケ沢店 038-2761 青森県西津軽郡鰺ケ沢町舞戸町字下富田５８－１ 0173-82-1128

青森県 ハッピー・ドラッグつがる森田店 038-2815 青森県つがる市森田町山田渕浪９０ 0173-26-6161

青森県 ハッピードラッグ鶴田店 038-3503 青森県北津軽郡鶴田町鶴田字沖津４７－１ 0173-26-5131

青森県 ハッピードラッグ板柳店 038-3661 青森県北津軽郡板柳町福野田字実田２３－１ 0172-55-9123

青森県 ハッピードラッグ三戸店 039-0134 青森県三戸郡三戸町同心町字古間木平１－１ 0179-23-0131

青森県 ハッピードラッグ下長店 039-1164 青森県八戸市下長３－１３－７ 0178-32-7883

青森県 ハッピードラッグ根城店 039-1166 青森県八戸市根城２－２６－２７ 0178-38-3266

青森県 ハッピー・ドラッグ八戸売市店 039-1166 青森県八戸市根城９－５－３ 0178-32-7736

青森県 イオンリテール株式会社イオン下田店 039-2112 青森県上北郡おいらせ町中野平４０－１ 0178-50-3000

青森県 ハッピードラッグおいらせ青葉店 039-2189 青森県上北郡おいらせ町青葉５－５０－１４８６ 0176-58-0550

青森県 ハッピードラッグおいらせ店 039-2217 青森県上北郡おいらせ町牛込平８０－１ 0178-20-0277

青森県 ハッピードラッグ上北町店 039-2406 青森県上北郡東北町旭北１－３－１６ 0176-58-2123

青森県 ハッピードラッグ野辺地店 039-3171 青森県上北郡野辺地町二本木２５－５ 0175-65-1455

岩手県 ウエルシアイオンタウン盛岡駅前店 020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１１－３０ 019-606-8222

岩手県 ウエルシア盛岡前九年店 020-0127 岩手県盛岡市前九年３－６－２６ 019-641-5811

岩手県 イオンリテール株式会社イオン盛岡店 020-0148 岩手県盛岡市前潟４－７－１ 019-605-3700

岩手県 Ｒ．Ｏ．Ｕ盛岡店 020-0148 岩手県盛岡市前潟４－７－１イオンモール盛岡１Ｆ 019-907-9097

岩手県 ウエルシア薬局盛岡本宮店 020-0866 岩手県盛岡市本宮６－１－６５ 019-636-1008

岩手県 イオンリテール株式会社イオン盛岡南店 020-0866 岩手県盛岡市本宮字稲荷１０－１ 019-631-3000

岩手県 ウエルシア一関山目店 021-0026 岩手県一関市山目字前田５３－１ 0191-26-7541

岩手県 イオンリテール株式会社イオン一関店 021-0055 岩手県一関市山目泥田８９－１ 0191-25-6000

岩手県 イオンスタイル江刺店 023-1102 岩手県奥州市江刺八日町１－９－４５－５ 0197-35-1192

岩手県 ウエルシア奥州江刺店 023-1102 岩手県奥州市江刺八日町１－４－１０－２ 0197-35-5192

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 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 ハッピードラッグ二戸店 028-6101 岩手県二戸市福岡字長嶺５０－７ 0195-22-5580

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 トモズ仙台中央店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央４－２－１６第一生命ビル１Ｆ

宮城県 株式会社朝日メディックストモズ仙台ハピナ店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央１－７－２ハピナ１Ｆ 022-215-0831

宮城県 トモズ仙台サンモール店 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町２－６－１ 022-267-8295

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 イオンスタイル新利府 981-0114 宮城県宮城郡利府町新中道３－１－１ 022-767-8400

宮城県 ウエルシア利府青山店 981-0131 宮城県宮城郡利府町青山２－１－９ 022-767-7073

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 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 ウエルシア仙台鶴が丘店 981-3109 宮城県仙台市泉区鶴が丘１－３７－２ 022-771-0730

宮城県 ウエルシア仙台市名坂店 981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字山岸５１－２ 022-371-1901

宮城県 ウエルシア仙台泉中央店 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央４－２０－１ 022-771-4637

宮城県 ウエルシア仙台泉高森店 981-3203 宮城県仙台市泉区高森４－２－５３９ 022-342-7301

宮城県 イオンリテール株式会社イオン仙台中山店 981-3213 宮城県仙台市泉区南中山１－３５－４０ 022-303-1300

宮城県 イオンリテール株式会社イオン富谷店 981-3329 宮城県黒川郡富谷町大清水１－３３－１ 022-779-0808

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 トモズ仙台長町店 982-0011 宮城県仙台市太白区長町７－２０－３ザ・モール仙台長町店１Ｆ 022-308-3701

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 ウエルシア仙台八木山南店 982-0807 宮城県仙台市太白区八木山南２－１－２９－１Ｆ 022-307-6021

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 イオンリテール株式会社イオンスタイル仙台卸町店 984-0015 宮城県仙台市若林区卸町１－１ 022-782-6030

宮城県 イオンリテール株式会社イオン多賀城店 985-0845 宮城県多賀城市町前４－１－１ 022-367-8811

宮城県 ウエルシア石巻赤十字病院前店 986-0861 宮城県石巻市蛇田字西道下あけぼの北１－１－７ 0225-92-1537

宮城県 イオンリテール株式会社イオン気仙沼店 988-0101 宮城県気仙沼市赤岩舘下６－１ 0226-22-8511

宮城県 ウエルシア大河原高砂店 989-1202 宮城県柴田郡大河原町高砂町２－７ 0224-53-0061

宮城県 ドラッグセイムス大崎古川東店 989-6115 宮城県大崎市古川駅東２－９－７ 0229-25-6518

宮城県 イオンリテール株式会社イオン古川店 989-6117 宮城県大崎市古川旭２－２－１ 0229-91-0600
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秋田県 イオンリテール株式会社イオン秋田中央店 010-0029 秋田県秋田市楢山川口境５－１１ 018-837-3000

秋田県 イオンリテール株式会社イオン御所野店 010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田１－１－１ 018-889-6611

秋田県 イオンリテール株式会社イオン横手店 013-0043 秋田県横手市安田字向田１４７ 0182-36-3000

秋田県 ドラッグストアラパス本荘店 015-0001 秋田県本荘市出戸町中梵天１３２ 0184-27-1655

秋田県 ハッピードラッグ能代北店 016-0014 秋田県能代市落合字上前田１６９ 0185-74-6527

秋田県 ハッピードラッグ能代南店 016-0181 秋田県能代市大瀬儘下９－２ 0185-89-5900

秋田県 イオンリテール株式会社イオン能代店 016-0825 秋田県能代市柳町１１－１ 0185-55-2355

秋田県 ハッピー・ドラッグ大館片山店 017-0872 秋田県大館市片山町２－２５－６ 0186-59-7034

秋田県 ハッピードラッグ鷹巣店 018-3331 秋田県北秋田市鷹巣字上家下２ 0186-69-7766

秋田県 ハッピードラッグ花輪店 018-5201 秋田県鹿角市花輪字上花輪２３７ 0186-25-8668

秋田県 ハッピードラッグ毛馬内店 018-5334 秋田県鹿角市十和田毛馬内字陣場４２－１ 0186-30-3399

秋田県 ハッピードラッグ比内店 018-5701 秋田県大館市比内町扇田字伊勢堂岱１８３－１ 0186-59-4719

秋田県 ハッピー・ドラッグ秋田新屋店 010-1633 秋田県秋田市新屋鳥木町３－２ 018-827-7765

山形県 イオンリテール株式会社イオン山形南店 990-2453 山形県山形市若宮３－７－８ 023-647-2221

山形県 イオンリテール株式会社イオン米沢店 992-0044 山形県米沢市春日２－１３－４ 0238-24-2231

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 ウエルシア南陽宮内店 992-0472 山形県南陽市宮内２４５３－２ 0238-59-5075

山形県 ウエルシア長井本町店 993-0007 山形県長井市本町２－４－３６ 0238-83-6312

山形県 ウエルシア長井緑町店 993-0081 山形県長井市緑町１１－１４ 0238-83-6033

山形県 イオンリテール株式会社イオン天童店 994-0067 山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内３４街区 023-652-0277

山形県 ウエルシア鶴岡砂田町店 997-0839 山形県鶴岡市砂田町６－４０ 0235-28-0182

山形県 ウエルシア酒田ゆたか店 998-0006 山形県酒田市ゆたか１－１５－２０ 0234-35-2133

山形県 ウエルシア酒田山居町店 998-0838 山形県酒田市山居町２－１－８ 0234-21-5071

山形県 ウエルシア南陽三間通店 999-2232 山形県南陽市三間通２８－１ 0238-50-2705

山形県 ウエルシア上山弁天店 999-3161 山形県上山市弁天１－１１－３６ 023-695-8071

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 ウエルシア東根中央店 999-3711 山形県東根市中央２－１－２５ 0237-41-2871

山形県 ウエルシア東根神町店 999-3762 山形県東根市神町北２－１３－１８ 0237-49-2011

福島県 イオンリテール株式会社イオン福島店 960-0112 福島県福島市南矢野目字西荒田５０－１７ 024-558-3000

福島県 ウエルシア伊達保原北店 960-0636 福島県伊達市保原町大和１０７－１ 024-574-3011

福島県 ウエルシア福島大森店 960-1101 福島県福島市大森堂ノ裏６２ 024-544-6620

福島県 ウエルシア福島八島田店 960-8056 福島県福島市八島田字中干損田８－１ 024-555-6033

福島県 ウエルシア西白河西郷店 961-8031 福島県西白河郡西郷村米字中山前８４－１０ 0248-21-2564

福島県 イオンリテール株式会社イオン白河西郷店 961-8061 福島県西白河郡西郷村小田倉字岩下１１－１ 0248-31-2451

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 ウエルシア福島玉川店 963-6312 福島県石川郡玉川村小高字稲荷畷２４－１ 0247-37-1932

福島県 株式会社マツモトキヨシメガステージ石川店 963-7846 福島県石川郡石川町長久保２３ 0247-26-1060

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 株式会社マツモトキヨシ会津西若松店 965-0855 福島県会津若松市住吉町２８２ 0242-28-2370

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 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 ウエルシア二本松安達店 969-1404 福島県二本松市油井字濡石２７－１ 0243-62-8861

福島県 ウエルシア西会津店 969-4406 福島県耶麻郡西会津町野沢字原町６１１ 0241-48-1621

福島県 ドラッグてらしま会津坂下店 969-6551 福島県河沼郡会津坂下町舘ノ下５７－１ 0242-84-1085

福島県 イオンリテール株式会社イオンスタイルいわき小名浜店 970-0000 福島県いわき市小名浜港背後地震災復興土地区画整理事業地内 0246-73-7210

福島県 ウエルシアいわき中央台東店 970-8047 福島県いわき市中央台高久２－２５－１ 0246-46-0066

福島県 ウエルシアいわき錦店 974-8232 福島県いわき市錦町花ノ井３０－１ 0246-77-0670

茨城県 ウエルシア新土浦神立店 300-0011 茨城県土浦市神立中央３－２－２７ 029-834-1600

茨城県 ドラッグてらしま真鍋店 300-0052 茨城県土浦市東真鍋町３－１７ 0298-26-0248

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１２５号バイパス店 300-0067 茨城県土浦市東都和６－１ 0298-22-5668

茨城県 ドラッグてらしま阿見店 300-0331 茨城県稲敷郡阿見町阿見２３２３ 0298-88-2288

茨城県 ウエルシア阿見若栗店 300-0333 茨城県稲敷郡阿見町若栗字西神田１３３９－６ 029-891-0120

茨城県 イオンリテール株式会社イオン土浦店 300-0811 茨城県土浦市上高津３６７ 029-835-8000

茨城県 ウエルシア土浦霞ケ岡店 300-0825 茨城県土浦市霞ケ岡町２２－５ 029-835-2881

茨城県 ウエルシア牛久刈谷店 300-1221 茨城県牛久市牛久町３３１８－１ 029-870-2077

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 ドラッグてらしまみらい平駅前店 300-2353 茨城県つくばみらい市小張３０９５ 0297-58-7188

茨城県 ウエルシアつくば研究学園北店 300-2633 茨城県つくば市遠東１２２３－２ 029-848-5650

茨城県 ドラッグてらしま豊里店 300-2648 茨城県つくば市豊里の杜２－１－１ 0298-47-6288

茨城県 ドラッグてらしま大穂店 300-3257 茨城県つくば市筑穂１－１２－５ 0298-64-3838

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 ウエルシア龍ケ崎馴馬店 301-0004 茨城県龍ケ崎市馴馬町２９５６－３ 0297-63-7071

茨城県 ウエルシア佐貫店 301-0032 茨城県龍ケ崎市佐貫１－１ 0297-61-4707

茨城県 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ龍ケ崎店 301-0034 茨城県龍ケ崎市小通幸谷町２８８クイズモール龍ケ崎内 0297-61-5651

茨城県 ウエルシア龍ケ崎緑町店 301-0832 茨城県龍ケ崎市緑町８９ 0297-61-0434

茨城県 株式会社マツモトキヨシ取手青柳店 302-0006 茨城県取手市青柳１－８－３１ 0297-72-1305

茨城県 ウエルシア取手新町店 302-0024 茨城県取手市新町３－９－４１ 0297-74-9228

茨城県 ドラッグてらしま取手新戸頭店 302-0034 茨城県取手市戸頭９－２１－１ 0297-78-7508

茨城県 ウエルシア守谷松並店 302-0131 茨城県守谷市ひがし野４－１－９ 0297-21-0266

茨城県 ウエルシア守谷ひがし野店 302-0131 茨城県守谷市ひがし野２－２－５ 0297-21-1560

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 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 株式会社ロフトつくば店 305-0031 茨城県つくば市吾妻１－６－１キュート３Ｆ 029-855-6210

茨城県 ドラッグてらしまつくば東店 305-0046 茨城県つくば市東２－９－１ 029-858-8208

茨城県 イオンリテール株式会社イオンつくば店 305-0071 茨城県つくば市稲岡６６－１ 029-839-1200

茨城県 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテつくば店 305-0818 茨城県つくば市学園南３－１６－１ 029-863-3111

茨城県 ウエルシアつくばみどりの店 305-0882 茨城県つくば市みどりの中央Ａ－７９－１ 029-839-5860

茨城県 ドラッグてらしま古河三杉店 306-0002 茨城県古河市三杉町２－２８８３－７７ 0280-31-6618

8 / 27 ページ



【リペア＆バランス】スキンケアUVベース(トーンアップローズ)　お取り扱い店舗一覧　 2021年8月時点

都道府県店舗名 郵便番号住所 電話番号

茨城県 ドラッグてらしま古河店 306-0041 茨城県古河市鴻巣９５６－１ 0280-48-5228

茨城県 ウエルシア古河諸川店 306-0126 茨城県古河市諸川１１６９－３ 0280-75-0622

茨城県 ドラッグてらしま三和店 306-0126 茨城県猿島郡三和町諸川字街道西１１１４－３ 0280-77-0031

茨城県 ドラッグてらしま総和店 306-0235 茨城県猿島郡総和町下辺見２７０４ 0280-33-2028

茨城県 ウエルシア茨城境町店 306-0400 茨城県猿島郡境町庚申塚３８－３ 0280-81-2151

茨城県 株式会社ドン・キホーテ境大橋店 306-0433 茨城県猿島郡境町１３２７－１ 0280-81-1711

茨城県 ウエルシア下館南店 308-0041 茨城県下館市乙９１６ 0296-21-0227

茨城県 株式会社ドン・キホーテ下館店 308-0054 茨城県筑西市西谷貝８１３ 0296-20-1601

茨城県 イオンリテール株式会社イオン笠間店 309-1616 茨城県笠間市赤坂８ 0296-70-1700

茨城県 ドラッグてらしま友部旭町店 309-1717 茨城県笠間市旭町４８８－１ 0296-78-1978

茨城県 ウエルシアヨークタウン水戸店 310-0836 茨城県水戸市元吉田町１０３０－１２ 029-304-5180

茨城県 ウエルシア水戸元吉田店 310-0836 茨城県水戸市元吉田町１５７０－８ 029-304-0501

茨城県 ドラッグてらしま水戸御茶園通り店 310-0851 茨城県水戸市千波町２７７－６ 029-241-7348

茨城県 株式会社マツモトキヨシ那珂湊店 311-1235 茨城県ひたちなか市田中後７４７８－１ 029-263-2234

茨城県 ウエルシアひたちなか田中後店 311-1235 茨城県ひたちなか市田中後７－２ 029-264-3860

茨城県 ドラッグてらしま大洗磯浜店 311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町３４６５－１ 029-267-3188

茨城県 ウエルシア鹿嶋大野店 311-2215 茨城県鹿嶋市和７８９－２ 0299-90-9100

茨城県 ウエルシア潮来新宮南店 311-2443 茨城県潮来市新宮南１４３７－１ 0299-67-0015

茨城県 ウエルシア行方玉造店 311-3512 茨城県行方市玉造甲６５９－２ 0299-35-6602

茨城県 ドラッグてらしま麻生店 311-3832 茨城県行方郡麻生町麻生３２８９－４６ 0299-72-3108

茨城県 株式会社ドン・キホーテ水戸店 311-4153 茨城県水戸市河和田町３８９１－４３４ 029-240-2011

茨城県 ドラッグてらしまひたちなか松戸町店 312-0016 茨城県ひたちなか市松戸町３－１－１３ 029-275-2608

茨城県 ウエルシアひたちなか大平店 312-0023 茨城県ひたちなか市大平３－１１－２０ 029-202-5026

茨城県 ウエルシアひたちなか堂端店 312-0051 茨城県ひたちなか市堂端２－１－４ 029-354-0037

茨城県 ウエルシアひたちなか六ツ野店 312-0052 茨城県ひたちなか市東石川３３７９－１５ 029-271-4520

茨城県 ウエルシアひたちなか外野店 312-0053 茨城県ひたちなか市外野２－１２－４ 029-202-5022

茨城県 ドラッグてらしま田彦店 312-0063 茨城県ひたちなか市田彦字寄井新田１００３―５ 029-353-3088

茨城県 ウエルシア常陸太田木崎店 313-0014 茨城県常陸太田市木崎二町１８０６－１ 0294-80-7020

茨城県 ウエルシア常陸太田中城店 313-0061 茨城県常陸太田市中城町２９９０－１ 0294-80-7117

茨城県 イオンリテール株式会社イオン鹿嶋店 314-0031 茨城県鹿嶋市宮中２９０－１ 0299-83-0111

茨城県 ドラッグてらしま鹿嶋プラザ店 314-0031 茨城県鹿嶋市宮中東山２８９－１ 0299-84-7818

茨城県 ドラッグてらしま鹿嶋緑ヶ丘店 314-0039 茨城県鹿嶋市緑ヶ丘４－６－７ 0299-82-3352

茨城県 ドラッグてらしま知手店 314-0112 茨城県鹿島郡神栖町知手中央２－２－２７ 0299-96-8398

茨城県 株式会社ドン・キホーテ神栖店 314-0132 茨城県神栖市筒井１４７０－４ 0299-90-1311

茨城県 ドラッグてらしま波崎店 314-0414 茨城県鹿島郡波崎町本新町８４２１ 0479-44-6448

茨城県 ドラッグてらしま石岡並木店 315-0001 茨城県石岡市石岡２２８０－２ 0299-22-3458

茨城県 ドラッグてらしま石岡店 315-0033 茨城県石岡市東光台４－１１－２２ 0299-26-8500

茨城県 ウエルシア日立金沢店 316-0015 茨城県日立市金沢町１－１４－６ 0294-28-6650

茨城県 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ日立店 317-0052 茨城県日立市東滑川町４－１２－２ 0294-44-8701

茨城県 ウエルシア薬局日立本宮店 317-0054 茨城県日立市本宮町４－１２－１ 0294-27-7127

茨城県 ドラッグてらしま高萩店 318-0021 茨城県高萩市安良川２１４－１ 0293-20-4008

茨城県 ドラッグてらしま羽鳥店 319-0123 茨城県小美玉市羽鳥２７３８－５９ 0299-46-0578

茨城県 イオンリテール株式会社イオン水戸内原店 319-0305 茨城県水戸市中原町字西１３５ 029-259-1400

茨城県 イオンリテール株式会社Ｒ．Ｏ．Ｕ水戸内原店 319-0305 茨城県水戸市中原町１３５イオンモール水戸内原２Ｆ 029-259-0310

茨城県 ドラッグてらしま東海店 319-1111 茨城県那珂郡東海村舟石川７４７－３６ 029-287-2288

茨城県 ウエルシア日立南高野店 319-1224 茨城県日立市南高野町２－１５－１ 0294-29-3955

茨城県 ウエルシア日立小木津店 319-1414 茨城県日立市日高町１－３０－７ 0294-44-8115

茨城県 ウエルシア日立田尻２号店 319-1416 茨城県日立市田尻町３－２６－１３ 0294-44-7815

茨城県 ドラッグてらしま常陸大宮石沢店 319-2135 茨城県常陸大宮市石沢１８４４－４ 0295-52-6618

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 ウエルシア宇都宮戸祭町店 320-0053 栃木県宇都宮市戸祭町３０２２ 028-650-4744

栃木県 ウエルシア宇都宮駒生店 320-0065 栃木県宇都宮市駒生町１２９８－１ 028-600-5551

栃木県 ウエルシア宇都宮鶴田町店 320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町１８９－１ 028-688-0550

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 ウエルシア宇都宮春日町店 321-0108 栃木県宇都宮市春日町６８２ 028-684-1671

栃木県 ドラッグてらしま五代店 321-0135 栃木県宇都宮市五代１－３－７ 0286-88-3338

栃木県 ウエルシア宇都宮兵庫塚店 321-0156 栃木県宇都宮市兵庫塚町１７３－１ 028-688-3260

栃木県 ウエルシア宇都宮平松本町店 321-0932 栃木県宇都宮市平松本町３５－１ 028-651-0866

栃木県 ウエルシア宇都宮簗瀬店 321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町１８４７－１ 028-651-0811

栃木県 株式会社ドン・キホーテ宇都宮店 321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町１－１５９０－６ 028-610-5511

栃木県 ウエルシア宇都宮越戸店 321-0951 栃木県宇都宮市越戸３－１２－３ 028-683-2511

栃木県 株式会社ロフト宇都宮店 321-0962 栃木県宇都宮市今泉町２３７福田屋ショッピングプラザ２Ｆ 028-678-6200

栃木県 イオンリテール株式会社イオン今市店 321-2414 栃木県日光市豊田７９－１ 0288-30-2000

栃木県 ウエルシア宇都宮テクノポリス店 321-3222 栃木県宇都宮市野高谷町１１０５ 028-670-8310

栃木県 ウエルシア宇都宮清原台店 321-3223 栃木県宇都宮市清原台１－１４－１ 028-670-8223

栃木県 ウエルシア真岡荒町店 321-4305 栃木県真岡市荒町３－４４－２ 0285-80-8410

栃木県 ウエルシア真岡大谷新町店 321-4332 栃木県真岡市大谷新町１９－７ 0285-80-8860

栃木県 ウエルシア真岡亀山店 321-4363 栃木県真岡市亀山１－１９－１ 0285-80-7380

栃木県 ドラッグてらしま二宮店 321-4522 栃木県芳賀郡二宮町久下田西２－８－２ 0285-74-3688

栃木県 ウエルシア鹿沼貝島店 322-0027 栃木県鹿沼市貝島町４５３ 0289-60-2601

栃木県 ウエルシア鹿沼蓬莱店 322-0042 栃木県鹿沼市蓬莱町１０１１－１ 0289-60-6270

栃木県 ドラッグてらしま粟野店 322-0303 栃木県上都賀郡粟野町久野３９６ 0289-85-8228

栃木県 ウエルシア小山羽川店 323-0012 栃木県小山市羽川字下田５７ 0285-30-7170

栃木県 株式会社ドン・キホーテ小山駅前店 323-0023 栃木県小山市中央町３－７－１ 0285-30-4511

栃木県 ウエルシア小山花垣店 323-0027 栃木県小山市花垣町１－４ 0285-30-7502

栃木県 ウエルシア小山城北店 323-0029 栃木県小山市城北３－２－８ 0285-30-3733

栃木県 ウエルシア小山神鳥谷店 323-0034 栃木県小山市神鳥谷５－１７－２３ 0285-20-8030

栃木県 イオンリテール株式会社イオン小山店 323-0806 栃木県小山市中久喜１４６７－１ 0285-30-3000

栃木県 ウエルシア小山西城南店 323-0820 栃木県小山市西城南６－１１－４ 0285-31-4670

栃木県 ウエルシア小山駅南店 323-0822 栃木県小山市駅南町２－６－１ 0285-31-0053

栃木県 ウエルシア小山雨ケ谷店 323-0826 栃木県小山市雨ケ谷８０２－３ 0285-31-3655
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栃木県 ウエルシア大田原本町店 324-0041 栃木県大田原市本町１－２７０５－８８ 0287-24-6700

栃木県 ドン・キホーテ大田原店 324-0046 栃木県大田原市加治屋８３－２７ 0287-20-2011

栃木県 ウエルシア那須塩原黒磯店 325-0061 栃木県那須塩原市末広町５３－７７ 0287-60-3370

栃木県 ウエルシア足利小俣店 326-0141 栃木県足利市小俣町５１６ 0284-65-0012

栃木県 ウエルシア足利朝倉店 326-0822 栃木県足利市田中町３０－３ 0284-70-0662

栃木県 イオンリテール株式会社イオン佐野新都市店 327-0821 栃木県佐野市高萩町１３２４－１ 0283-20-5252

栃木県 ウエルシア佐野植上店 327-0832 栃木県佐野市植上町１７８６－２ 0283-20-5025

栃木県 ウエルシア佐野富岡店 327-0844 栃木県佐野市富岡町１７１２－１ 0283-27-2956

栃木県 ドン・キホーテ栃木平柳店 328-0012 栃木県栃木市平柳町２－２６－２６ 0282-29-5111

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 イオンリテール株式会社イオン栃木店 328-0075 栃木県栃木市箱森町３７－９ 0282-22-7711

栃木県 ウエルシア下野小金井店 329-0412 栃木県下野市柴８３０－９ 0285-43-1056

栃木県 ウエルシア西那須野南郷屋店 329-2704 栃木県那須塩原市新南１６３－１２ 0287-39-5292

群馬県 株式会社ドン・キホーテＰＡＷ高崎店 370-0007 群馬県高崎市問屋町西２－１４－１７ 027-370-6600

群馬県 株式会社マツモトキヨシ高崎新保町店 370-0018 群馬県高崎市新保町４２２－１ 027-370-3005

群馬県 ウエルシア太田尾島店 370-0422 群馬県太田市安養寺町２２－２ 0276-30-7212

群馬県 太陽ジャストプラス赤岩店 370-0503 群馬県邑楽郡千代田町赤岩字北権化１７３３ 0276-86-4320

群馬県 ウエルシア大泉中央店 370-0516 群馬県邑楽郡大泉町中央１－５－８ 0276-20-1727

群馬県 ウエルシア群馬大泉店 370-0523 群馬県邑楽郡大泉町吉田１９７７－２ 0276-20-1156

群馬県 ウエルシア薬局大泉古氷店 370-0536 群馬県邑楽郡大泉町古氷３０５－１ 0276-20-3025

群馬県 イオンリテール株式会社イオンスタイル高崎駅前店 370-0849 群馬県高崎市八島町４６－１高崎オーパ１Ｆ 027-310-2100

群馬県 株式会社グリーンクロス・コア高崎上佐野店 370-0857 群馬県高崎市上佐野町字粕沢９０７－１ 027-310-6370

群馬県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス片岡店 370-0862 群馬県高崎市片岡町３－１－１２ 027-320-6006

群馬県 ウエルシア玉村下新田店 370-1132 群馬県佐波郡玉村町下新田７４３－２ 0270-50-1260

群馬県 株式会社ミスターマックス倉賀野店 370-1201 群馬県高崎市倉賀野町４６９１－１ 027-346-8181

群馬県 ウエルシア下仁田店 370-2601 群馬県甘楽郡下仁田町下仁田字東原３８８－１ 0274-70-3580

群馬県 ウエルシア高崎棟高店 370-3521 群馬県高崎市棟高町６８１－１ 027-310-0202

群馬県 イオンリテール株式会社イオン高崎店 370-3521 群馬県高崎市棟高町１４００ 027-310-9500

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 ウエルシア前橋西片貝店 371-0013 群馬県前橋市西片貝町５－１４－１ 027-220-1501

群馬県 ウェルシア前橋三俣店 371-0018 群馬県前橋市三俣町３－１０－２０ 027-219-0600

群馬県 ウエルシア前橋岩神店 371-0035 群馬県前橋市岩神町２－２３－２０ 027-219-0160

群馬県 ウエルシア前橋荒牧店 371-0044 群馬県前橋市荒牧町１－２４－１ 027-219-2562

群馬県 ウエルシア前橋北代田店 371-0055 群馬県前橋市北代田町６４９－４ 027-219-1355

群馬県 ウエルシア前橋富士見町店 371-0114 群馬県前橋市富士見町田島６４－１ 027-289-1050

群馬県 ウエルシア前橋六供町店 371-0804 群馬県前橋市六供町１２１９－１ 027-290-3522

群馬県 株式会社ドン・キホーテＰＡＷいせさき店 372-0045 群馬県伊勢崎市上泉町７３－３ 0270-30-3111

群馬県 株式会社ミスターマックス伊勢崎店 372-0801 群馬県伊勢崎市宮子町１８９ 0270-26-8181

群馬県 ウエルシア太田宝泉店 373-0042 群馬県太田市宝町８６８ 0276-60-6002

群馬県 ウエルシア太田台之郷店 373-0801 群馬県太田市台之郷町１０５７－１ 0276-30-3730

群馬県 イオンリテール株式会社イオン太田店 373-0808 群馬県太田市石原町８１ 0276-47-8800

群馬県 ウエルシア太田飯塚店 373-0817 群馬県太田市飯塚町１６０２ 0276-30-3135

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 株式会社ナガタ薬局岩瀬川店 373-0841 群馬県太田市岩瀬川町４５０－１ 0276-48-8740

群馬県 株式会社ドン・キホーテ太田店 373-0851 群馬県太田市飯田町１４０４－１ 0276-30-1811

群馬県 ウエルシア薬局太田南矢島店 373-0861 群馬県太田市南矢島町６４５－３ 0276-60-0740

群馬県 ジャストドラッグ館林美園店 374-0039 群馬県館林市美園町１３－３ 0276-70-7228

群馬県 ウエルシア館林アクロス店 374-0042 群馬県館林市近藤町１７８－９６ 0276-76-7715

群馬県 ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ藤岡店 375-0024 群馬県藤岡市藤岡４１６－４ 0274-23-6161

群馬県 株式会社グリーンクロスコア桐生境野店 376-0002 群馬県桐生市境野町２－７２７－１ 0277-20-8171

群馬県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス桐生東店 376-0034 群馬県桐生市東４－６－４４ 0277-30-2011

群馬県 ウエルシア桐生川内店 376-0041 群馬県桐生市川内町３－２０７－１ 0277-40-3250

群馬県 ドラッグセイムス渋川有馬店 377-0005 群馬県渋川市有馬７９－１ 0279-25-8010

群馬県 ウエルシア渋川行幸田店 377-0006 群馬県渋川市行幸田３２３－３ 0279-60-8228

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 ウェルシア沼田店 378-0053 群馬県沼田市東原新町１８３１－１ 0278-30-2270

群馬県 ウエルシア安中店 379-0116 群馬県安中市安中４－４７９０－７ 027-380-5125

群馬県 ウエルシア松井田八城店 379-0225 群馬県安中市松井田町八城３１０－４ 027-393-9004

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 ウエルシア前橋天川大島店 379-2154 群馬県前橋市天川大島町３３－１ 027-290-6155

群馬県 ウエルシア前橋天川大島二号店 379-2154 群馬県前橋市天川大島町２６０－１４ 027-220-1511

群馬県 ウエルシア伊勢崎赤堀店 379-2202 群馬県伊勢崎市赤堀鹿島町１６３９－１ 0270-20-8750

群馬県 ウエルシア伊勢崎八寸店 379-2236 群馬県伊勢崎市八寸町４９３５－１ 0270-20-8864

群馬県 ウエルシアみどり岩宿駅前店 379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美２５６０－１１ 0277-70-8880

群馬県 株式会社ナガタ薬局本部みどり笠懸店 379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美１７７－１４ 0277-70-7681

群馬県 ウエルシアアクロスプラザ笠懸店 379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美１３０８－１アクロスプラザ笠懸内 0277-30-5714

埼玉県 ドラッグセイムス浦和木崎店 330-0042 埼玉県さいたま市浦和区木崎３－８－１９ 048-824-2120

埼玉県 ウエルシア浦和木崎店 330-0042 埼玉県さいたま市浦和区木崎１－７－２７ 048-811-1190

埼玉県 イオンリテール株式会社イオン北浦和店 330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤１０－２０－２９ 048-822-3921

埼玉県 株式会社マツモトキヨシ北浦和駅前店 330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和３－４－１ 048-833-2787

埼玉県 株式会社ロフトそごう大宮店 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－６－２そごう８Ｆ < NULL >

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 ウエルシアさいたま佐知川店 331-0064 埼玉県さいたま市西区佐知川２０－４ 048-620-5533

埼玉県 ウエルシアさいたま今羽店 331-0801 埼玉県さいたま市北区今羽町３５０－１ 048-660-3681

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス吉野町２丁目店 331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町２－２２１－１１ 048-661-1781

埼玉県 ウエルシアさいたま宮原ベルク店 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町１－１９４ベルクさいたま宮原店内 048-669-6500

埼玉県 ウエルシアさいたま宮原４丁目店 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町４－９－１ 048-661-5601

埼玉県 イオンリテール株式会社イオン大宮店 331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－５７４－１ 048-665-3101

埼玉県 ウエルシア川口領家店 332-0004 埼玉県川口市領家３－４－１６ 048-227-1782

埼玉県 株式会社マツモトキヨシ川口東口店 332-0017 埼玉県川口市栄町３－９－１１リーヴァビル１Ｆ 048-242-0051

埼玉県 ウエルシア川口栄町店 332-0017 埼玉県川口市栄町１－１９－１５ 048-241-5412
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埼玉県 トモズ川口店 332-0023 埼玉県川口市飯塚２－２－１－１Ｆ 048-271-9886

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 イオンスタイル川口 333-0834 埼玉県川口市安行領根岸３１８０イオンモール川口内 048-288-8900

埼玉県 イオンリテール株式会社イオン川口前川店 333-0842 埼玉県川口市前川１－１－１１ 048-263-5411

埼玉県 ウエルシア薬局株式会社ネット事業部 333-0861 埼玉県川口市柳崎２－１７－２２ 048-264-1002

埼玉県 ウエルシア川口伊刈店 333-0865 埼玉県川口市伊刈５１０－１ 048-263-5125

埼玉県 株式会社グリーンクロス・コア川口芝店 333-0866 埼玉県川口市芝３－１２－１ 048-263-6787

埼玉県 ウエルシア川口東本郷店 334-0063 埼玉県川口市東本郷２０８２－２ 048-280-1640

埼玉県 ウエルシア蕨塚越店 335-0002 埼玉県蕨市塚越５－６－３５マックスバリュ内 048-447-6613

埼玉県 コクミンドラッグ蕨駅店 335-0004 埼玉県蕨市中央１－２３蕨駅構内 048-420-0593

埼玉県 ウエルシア戸田新曽店 335-0021 埼玉県戸田市新曽１８０３ 048-420-7202

埼玉県 大川ホームセンター戸田店 335-0025 埼玉県戸田市南町９－２９ 048-434-4955

埼玉県 イオンリテール株式会社イオン北戸田店 335-0032 埼玉県戸田市美女木東１－３－１ 048-422-9700

埼玉県 ウエルシアさいたま原山店 336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山１－２８－２８ 048-811-2050

埼玉県 イオンリテール株式会社イオン浦和美園店 336-0963 埼玉県さいたま市緑区大門３７１０ 048-812-6464

埼玉県 ウエルシアさいたま深作店 337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作４４４５ 048-682-6001

埼玉県 ウエルシアさいたま与野店 338-0003 埼玉県さいたま市中央区本町東６－１４－１４ 048-851-4507

埼玉県 イオンリテール株式会社イオン与野店 338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西５－２－９ 048-856-7100

埼玉県 ウエルシアさいたま栄和店 338-0823 埼玉県さいたま市桜区栄和２－２７－１０ 048-840-0107

埼玉県 ウエルシア岩槻西町店 339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町５－１－３６ 048-749-8530

埼玉県 ウエルシア草加青柳店 340-0002 埼玉県草加市青柳５－２２－２８

埼玉県 ウエルシア草加稲荷５丁目店 340-0003 埼玉県草加市稲荷５－７－２０ 048-933-8150

埼玉県 ウエルシア草加松江店 340-0013 埼玉県草加市松江１－２５－１ 048-933-3855

埼玉県 ウエルシア草加瀬崎店 340-0022 埼玉県草加市瀬崎３－３５－１０ 048-920-6537

埼玉県 ウエルシア草加柳島店 340-0033 埼玉県草加市柳島町４７５－１ 048-923-2256

埼玉県 ウエルシア草加花栗店 340-0044 埼玉県草加市花栗４－９－５ 048-946-0211

埼玉県 ウエルシア草加原町店 340-0048 埼玉県草加市原町３－３８８－１ 048-946-5011

埼玉県 ウエルシア草加金明店 340-0052 埼玉県草加市金明町２２０－１ 048-933-0557

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス幸手店 340-0113 埼玉県幸手市幸手１５４－１ 0480-44-3041

埼玉県 ウエルシア幸手東店 340-0114 埼玉県幸手市東４－８－２ 0480-40-3672

埼玉県 イオンリテールストア株式会社イオン東鷲宮店 340-0203 埼玉県久喜市桜田３－２－１ 0480-58-4147

埼玉県 ウエルシア八潮大曽根店 340-0834 埼玉県八潮市大曽根６８０ 048-994-0050

埼玉県 ウエルシア三郷早稲田店 341-0018 埼玉県三郷市早稲田６－１０－１０ 048-950-1811

埼玉県 イオンリテール株式会社イオン吉川美南店 342-0038 埼玉県吉川市美南３－２３－１ 048-984-0701

埼玉県 ウエルシア薬局イオンタウン吉川美南ＡＮＮＥＸ店 342-0038 埼玉県吉川市美南３－１２イオンタウン吉川美南ＡＮＮＥＸ内 048-984-2860

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス越谷大沢店 343-0025 埼玉県越谷市大沢４－５－２５ 048-973-6651

埼玉県 株式会社グリーンクロス・コア大袋店 343-0032 埼玉県越谷市袋山１４５３－２ 0489-75-9136

埼玉県 イオンリテール株式会社イオンせんげん台店 343-0041 埼玉県越谷市千間台西３－２－１２ 048-978-8121

埼玉県 ウエルシア越谷宮本店 343-0806 埼玉県越谷市宮本町１－１７８ 048-969-6908

埼玉県 イオンリテール株式会社Ｒ．Ｏ．Ｕレイクタウン店 343-0826 埼玉県越谷市東町４－２１－１イオンレイクタウンＫＡＺＥ３Ｆ 048-934-3388

埼玉県 イオンリテール株式会社イオンレイクタウン店 343-0826 埼玉県越谷市東町２－８ＭＯＲＩ内 048-930-7000

埼玉県 ウエルシア越谷登戸店 343-0846 埼玉県越谷市登戸町３２－３０ 048-990-3328

埼玉県 ウエルシア春日部八丁目店 344-0007 埼玉県春日部市小渕１０７－４ 048-753-2371

埼玉県 株式会社グリーンクロス・コア春日部藤塚店 344-0011 埼玉県春日部市藤塚２３７１－１ 048-731-7941

埼玉県 ウエルシア春日部武里店 344-0022 埼玉県春日部市大畑５２４－７カスミフードスクエア春日部武里店内 048-739-3075

埼玉県 株式会社グリーンクロス・コア春日部谷原店 344-0065 埼玉県春日部市谷原３－８－６ 048-734-9991

埼玉県 イオンリテール株式会社イオン春日部店 344-0122 埼玉県春日部市下柳４２０－１ 048-718-3900

埼玉県 ウエルシア杉戸倉松店 345-0034 埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松１－３－１ 0480-37-0525

埼玉県 株式会社グリーンクロス・コア菖蒲店 346-0104 埼玉県南埼玉郡菖蒲町三箇５２９ 0480-87-2007

埼玉県 Ｒ．Ｏ．Ｕモラージュ菖蒲店 346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００５－１モラージュ菖蒲３Ｆ 0480-31-6633

埼玉県 ウエルシア加須店 347-0068 埼玉県加須市大門町２０－５８加須カタクラパーク内 0480-63-0308

埼玉県 ドラッグてらしま騎西店 347-0104 埼玉県北埼玉郡騎西町根古屋６５１－７ 0480-73-8308

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 ウエルシア羽生下岩瀬店 348-0045 埼玉県羽生市下岩瀬２９８ 048-560-0835

埼玉県 ウエルシア川越仙波二号店 350-0034 埼玉県川越市仙波町２－３－８ 049-229-3921

埼玉県 株式会社ロフト川越店 350-0043 埼玉県川越市新富町２－１１－２ 049-223-6210

埼玉県 ウエルシア川島上伊草店 350-0152 埼玉県比企郡川島町上伊草１６１２ 0492-97-6041

埼玉県 ウエルシア坂戸若葉駅東口店 350-0214 埼玉県坂戸市千代田３－１５ 049-288-5131

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス坂戸中富店 350-0232 埼玉県坂戸市中富町４７－１ 049-280-5266

埼玉県 ドラッグストアトップ浅羽野店 350-0237 埼玉県坂戸市浅羽野１－２－１ 0492-84-9996

埼玉県 株式会社ドラッグストアバイゴー坂戸入西店 350-0262 埼玉県坂戸市新堀３９７－１ 0492-88-5610

埼玉県 株式会社ドラッグストアバイゴー鳩山赤沼店 350-0321 埼玉県比企郡鳩山町赤沼３３１－１ 049-298-2600

埼玉県 ウエルシア越生店 350-0414 埼玉県入間郡越生町越生東２－６－２ 049-277-2750

埼玉県 ウエルシア鶴ヶ島駅西口店 350-0809 埼玉県川越市鯨井新田３－１ 049-237-5811

埼玉県 ウエルシア川越神明町店 350-0823 埼玉県川越市神明町１２－５ 049-229-3013

埼玉県 ウェルシア川越的場店 350-1101 埼玉県川越市的場１－１５－９ 049-239-7190

埼玉県 ウエルシア川越新宿店 350-1124 埼玉県川越市新宿町６－２７－１ 049-249-0260

埼玉県 ウエルシア川越岸町店 350-1131 埼玉県川越市岸町２－２３－５ 049-238-7018

埼玉県 ウエルシア川越中台元町店 350-1138 埼玉県川越市中台元町１－２５－１ 049-249-0223

埼玉県 ウエルシア日高高麗川店 350-1234 埼玉県日高市上鹿山２０ 042-984-0075

埼玉県 ウエルシア狭山北入曽店 350-1315 埼玉県狭山市北入曽６８８－１ 042-950-0922

埼玉県 カルフール狭山店 350-1333 埼玉県狭山市上奥富１１２６－１ 042-969-7700

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 イオンリテール株式会社イオン新座店 352-0001 埼玉県新座市東北２－３２－１２ 048-472-2611

埼玉県 ウエルシア新座市役所前店 352-0011 埼玉県新座市野火止１－１４－１２ 048-483-7515

埼玉県 ウエルシア新座野火止店 352-0011 埼玉県新座市野火止６－１６－１３ 048-480-4305

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス新座片山店 352-0025 埼玉県新座市片山１－２０－３４ 048-480-3361

埼玉県 株式会社グリーンクロス・コア東松山砂田店 355-0019 埼玉県東松山市砂田町１－５ 0493-27-1701

埼玉県 ウエルシアビバモール東松山店 355-0021 埼玉県東松山市神明町２－１１－６ビバモール東松山１Ｆ 0493-81-3020

埼玉県 ウエルシア東松山六軒町店 355-0024 埼玉県東松山市六軒町１８－８ 0493-21-1457

埼玉県 ウエルシア東松山ライフガーデン店 355-0048 埼玉県東松山市あずま町４－８－３ 0493-31-1115
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埼玉県 ウエルシア薬局嵐山東口店 355-0216 埼玉県比企郡嵐山町むさし台３－２７－１ 0493-61-0166

埼玉県 ウエルシア小川腰越店 355-0327 埼玉県比企郡小川町腰越４４７－１ 0493-71-5808

埼玉県 ウエルシアときがわ玉川店 355-0342 埼玉県比企郡ときがわ町玉川１１６５－１ 0493-65-5210

埼玉県 ウエルシア森林公園駅前店 355-0814 埼玉県比企郡滑川町みなみ野１－１－２ 0493-57-1711

埼玉県 ウエルシア滑川つきのわ店 355-0815 埼玉県比企郡滑川町月の輪７－２９－１ 0493-62-5880

埼玉県 株式会社クリエイトＳＤ上福岡店 356-0004 埼玉県上福岡市上福岡１－７－２６ 049-256-8787

埼玉県 イオンスタイルふじみ野 356-0011 埼玉県ふじみ野市福岡２－１－６ 049-278-7111

埼玉県 イオンリテール株式会社イオン大井店 356-0050 埼玉県ふじみ野市ふじみ野１－２－１ 049-261-3101

埼玉県 ウエルシアふじみ野亀久保店 356-0051 埼玉県ふじみ野市亀久保４－９－２０ 049-278-7205

埼玉県 ウエルシア大井町中央店 356-0058 埼玉県入間郡大井町中央１－１６－１ 049-278-2731

埼玉県 ウエルシア飯能緑町店 357-0024 埼玉県飯能市緑町２－６ 042-975-1051

埼玉県 ウエルシア入間春日町店 358-0006 埼玉県入間市春日町２－２－７ 04-2901-7320

埼玉県 ウエルシア入間武蔵藤沢店 358-0012 埼玉県入間市東藤沢３－４－５ 04-2901-0666

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 ウエルシア所沢下安松店 359-0024 埼玉県所沢市下安松９６３－３ 04-2951-2321

埼玉県 トモズ所沢中新井店 359-0041 埼玉県所沢市中新井１－８１２－１ 04-2942-5992

埼玉県 株式会社コクミン新所沢店 359-1111 埼玉県所沢市緑町１－２－１パルコＢ１ 042-998-8127

埼玉県 ウエルシア所沢けやき台店 359-1118 埼玉県所沢市けやき台２－３８－１ 04-2929-0720

埼玉県 ウエルシア熊谷箱田２丁目店 360-0014 埼玉県熊谷市箱田２－２０－４８ 048-501-0812

埼玉県 ウエルシア熊谷赤城店 360-0826 埼玉県熊谷市赤城町３－１－３５ 048-529-7330

埼玉県 株式会社グリーンクロス・コア熊谷籠原店 360-0856 埼玉県熊谷市別府１－４６ 048-530-3321

埼玉県 株式会社グリーンクロス・コア行田佐間店 361-0032 埼玉県行田市佐間１－５－５ 048-564-2151

埼玉県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス行田押上店 361-0045 埼玉県行田市押上町１０－１３ 048-555-5020

埼玉県 株式会社グリーンクロス・コア上尾本町店 362-0014 埼玉県上尾市本町５丁目１０－２６ 048-776-0438

埼玉県 ウエルシア上尾原市店 362-0021 埼玉県上尾市原市１－１２ 048-724-3011

埼玉県 株式会社グリーンクロス・コア上尾栄店 362-0033 埼玉県上尾市栄町１－７ 048-772-1059

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 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 ウエルシア上尾春日店 362-0074 埼玉県上尾市春日１－４８－２ 048-778-3755

埼玉県 ウエルシア北本中丸店 364-0013 埼玉県北本市中丸２－１ 048-590-4710

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 ウエルシア深谷上柴西店 366-0052 埼玉県深谷市上柴町西３－１７－１６ 048-551-7125

埼玉県 ウエルシア深谷上野台二号店 366-0801 埼玉県深谷市上野台３１８５－２ 048-551-5851

埼玉県 株式会社グリーンクロスコア本庄日の出店 367-0022 埼玉県本庄市日の出４－８６８－１ 0495-25-5381

埼玉県 株式会社ナガタ薬局朝日町店 367-0026 埼玉県本庄市朝日町３２８２ 0495-21-4439

埼玉県 ウエルシア薬局本庄児玉南店 367-0212 埼玉県本庄市児玉町児玉３０８－３ 0495-72-7381

埼玉県 株式会社グリーンクロス・コア秩父黒谷店 368-0001 埼玉県秩父市黒谷１０８０ 0494-27-0811

埼玉県 株式会社グリーンクロス・コア秩父宮地店 368-0024 埼玉県秩父市上宮地町２６－１５ 0494-27-0172

埼玉県 株式会社グリーンクロス・コア秩父横瀬店 368-0072 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬４２７３－１ 0494-27-7100

埼玉県 株式会社グリーンクロスコア小鹿野店 368-0105 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野字１９７９ 0494-72-7400

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 ウエルシア寄居富田店 369-1216 埼玉県大里郡寄居町富田３２５０－３ 048-577-2502

埼玉県 ドラッグセイムスふかや花園店 369-1245 埼玉県深谷市荒川１０５０ 048-579-5025

埼玉県 ウエルシア花園店 369-1245 埼玉県大里郡花園町荒川４４０ 048-579-1366

埼玉県 株式会社グリーンクロス・コア秩父影森店 369-1872 埼玉県秩父市上影森字原３０６ 0494-21-1488

千葉県 株式会社ドン・キホーテ千葉中央椿森店 260-0007 千葉県千葉市中央区祐光３－１０－６ 043-202-4351

千葉県 イオンスタイル千葉みなと 260-0025 千葉県千葉市中央区問屋町２－２９ 043-204-6020

千葉県 株式会社ロフト千葉店 260-0028 千葉県千葉市中央区新町１０００千葉そごう８Ｆ 043-248-6210

千葉県 株式会社ミスターマックス美浜店 261-0002 千葉県千葉市美浜区新港３２－１１ 043-302-0381

千葉県 イオンリテール株式会社イオンマリンピア店 261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲３－１３－１ 043-277-6111

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 イオンスタイル幕張ベイパーク店 261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉３－２－１６ 043-274-1100

千葉県 カルフ－ル幕張店 261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野１－３－１０４ 043-350-5511

千葉県 イオンリテール株式会社イオン幕張新都心店 261-0024 千葉県千葉市美浜区豊砂１－１ 043-351-8100

千葉県 ウエルシア千葉さつきが丘店 262-0014 千葉県千葉市花見川区さつきが丘１－３１－３ 043-216-6556

千葉県 ウエルシア花見川作新台店 262-0045 千葉県千葉市花見川区作新台２－１－３ 043-215-6037

千葉県 ウエルシア千葉長沼店 263-0005 千葉県千葉市稲毛区長沼町１４６－１ 043-215-3688

千葉県 イオンリテール株式会社イオン稲毛店 263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台１－４－２０ 043-251-3211

千葉県 ウエルシア千葉宮野木２号店 263-0054 千葉県千葉市稲毛区宮野木町１０９３－１ 043-256-3722

千葉県 ウエルシア千葉小倉町店 264-0007 千葉県千葉市若葉区小倉町１７５４－１ 043-234-6605

千葉県 ウエルシア千葉大宮台店 264-0015 千葉県千葉市若葉区大宮台１－１－１ 043-300-6122

千葉県 ウエルシア千葉加曽利店 264-0017 千葉県千葉市若葉区加曽利町９３７－２ 043-234-7380

千葉県 ドラッグストアマツモトキヨシ若葉区役所前店 264-0020 千葉県千葉市若葉区貝塚２－２１－１８ 043-235-6533

千葉県 ウエルシア千葉誉田店 266-0005 千葉県千葉市緑区誉田町２－２３ 043-226-9781

千葉県 イオンリテール株式会社イオン鎌取店 266-0031 千葉県千葉市緑区おゆみ野３－１６－１ 043-226-9211

千葉県 マツモトキヨシ松戸大金平店 270-0006 千葉県松戸市大金平３－１９１ 047-340-1775

千葉県 イオンリテール株式会社イオン北小金店 270-0014 千葉県松戸市小金１ 047-348-3100

千葉県 ウエルシア流山美原店 270-0103 千葉県流山市美原３－９２－１ 04-7178-2262

千葉県 ウエルシア流山西初石店 270-0121 千葉県流山市西初石３－１２－５ 04-7156-6557

千葉県 ウエルシア流山野々下店 270-0135 千葉県流山市野々下３－７５６－１ 04-7141-7022

千葉県 ウエルシア野田関宿店 270-0222 千葉県野田市木間ケ瀬６７５－１ 04-7198-5680

千葉県 ウエルシア我孫子新木駅前店 270-1119 千葉県我孫子市南新木２－２－１ 04-7187-2560

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 イオンリテール株式会社イオン千葉ニュータウン店 270-1350 千葉県印西市中央北３－１－１ 0476-48-1111

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 ウエルシア白井十余一店 270-1411 千葉県白井市十余一字一本桜５０－５ 047-498-0551

千葉県 ウエルシア西白井店 270-1435 千葉県白井市清水口１－１－２６ 047-498-3933

千葉県 ウェルシア元山店 270-2212 千葉県松戸市五香南１－１－５ 047-385-2401

千葉県 ウエルシア松戸五香西店 270-2218 千葉県松戸市五香西２－３７－１ 047-394-0530

千葉県 ウエルシア松戸高塚二号店 270-2222 千葉県松戸市高塚新田２５１－１２ 047-392-3151

千葉県 トモズ松戸新田店 270-2241 千葉県松戸市松戸新田２４５－２６
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千葉県 ウエルシア松戸常盤平店 270-2261 千葉県松戸市常盤平４－８－１９ 047-383-0771

千葉県 ホームセンターコーナン市川原木店 272-0004 千葉県市川市原木２５２６－６ 047-329-7981

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 イオンリテール株式会社イオン市川妙典店 272-0111 千葉県市川市妙典５－３－１ 047-397-9831

千葉県 ウエルシア市川国府台店 272-0827 千葉県市川市国府台４－７－３ 047-374-7037

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 株式会社ロフトイトーヨーカ堂船橋店 273-0005 千葉県船橋市本町７－６－１イトーヨーカ堂船橋店２Ｆ 047-460-6210

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 株式会社ビックカメラ船橋ＥＣセンター 273-0012 千葉県船橋市浜町２－３１ＭＦＬＰ船橋２Ｆ 047-401-6660

千葉県 ウエルシア船橋二子店 273-0034 千葉県船橋市二子町５８４－１ 047-302-8215

千葉県 ウエルシア船橋行田店 273-0044 千葉県船橋市行田３－１０－４１ 047-404-9811

千葉県 イオンリテール株式会社イオン船橋店 273-0045 千葉県船橋市山手１－１－８ 047-420-7200

千葉県 ウエルシア船橋藤原店 273-0047 千葉県船橋市藤原７－３２－１ 047-429-2556

千葉県 トモズ馬込沢駅前店 273-0047 千葉県船橋市藤原７－２－２サミットストア馬込沢駅前店内 047-404-2503

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 ウエルシア鎌ケ谷初富店 273-0121 千葉県鎌ケ谷市初富３－９０８－６ 047-441-7081

千葉県 ウエルシア鎌ケ谷くぬぎ山店 273-0128 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山３－１４－１４ 047-394-5017

千葉県 ウエルシア鎌ケ谷西佐津間店 273-0134 千葉県鎌ケ谷市西佐津間１－２４－３３ 047-446-4845

千葉県 ウエルシア船橋夏見１丁目店 273-0865 千葉県船橋市夏見１－１１３ 047-460-1320

千葉県 ウエルシア船橋田喜野井店 274-0073 千葉県船橋市田喜野井６－２３－２ 047-456-6566

千葉県 株式会社グリーンクロス・コア船橋咲が丘店 274-0807 千葉県船橋市咲が丘４－３７４－７ 047-407-8055

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 トモズモリシア津田沼店 275-0026 千葉県習志野市谷津１－１６－１モリシア津田沼２Ｆ 047-406-5004

千葉県 ウエルシア八千代大和田２号店 276-0046 千葉県八千代市大和田新田４４６－４７ 047-450-2080

千葉県 ウエルシア八千代台緑ヶ丘店 276-0046 千葉県八千代市大和田新田１０３１－１ 047-459-5275

千葉県 ウエルシア八千代大和田店 276-0046 千葉県八千代市大和田新田３４４－１ 047-486-1623

千葉県 イオンリテール株式会社イオン八千代緑が丘店 276-0049 千葉県八千代市緑が丘２－１－３ 047-458-5211

千葉県 ウエルシア柏南増尾店 277-0054 千葉県柏市南増尾８－３－３１ 04-7160-7667

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 ウエルシア北柏店 277-0832 千葉県柏市北柏４－３－１０ 04-7160-2750

千葉県 イオンリテール株式会社イオン柏店 277-0854 千葉県柏市豊町２－５－２５ 04-7142-5000

千葉県 ウエルシア南柏店 277-0863 千葉県柏市豊四季８１６－１４ 04-7160-7885

千葉県 ウエルシア柏の葉キャンパス店 277-0873 千葉県柏市中十余二３９７－１－１８２－３ 04-7137-3015

千葉県 株式会社ロフト柏沼南店 277-0922 千葉県柏市大島田９５０－１セブンパークアリオ柏２Ｆ 04-7186-6100

千葉県 イオンリテール株式会社イオンノア店 278-0031 千葉県野田市中根３６－１ 04-7122-8100

千葉県 ウエルシア野田七光台店 278-0051 千葉県野田市七光台４－２ロックタウンＥ棟 047-127-7330

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 イオンリテールストア株式会社イオン新浦安店 279-0012 千葉県浦安市入船１－４－１ 047-350-1147

千葉県 ウエルシア浦安日の出店 279-0013 千葉県浦安市日の出５－７－９ 047-700-7057

千葉県 ウエルシア四街道大日桜ケ丘店 284-0001 千葉県四街道市大日５４－１１ 043-420-0031

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 ドラッグセイムスもねの里モール店 284-0016 千葉県四街道市もねの里６－１０－１もねの里モール内 043-308-4363

千葉県 ウエルシア四街道もねの里店 284-0016 千葉県四街道市もねの里２－３７－１９ 043-304-8131

千葉県 ウエルシア四街道めいわ店 284-0043 千葉県四街道市めいわ３－１０１－２ 043-433-7001

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 ウエルシア佐倉鏑木店 285-0025 千葉県佐倉市鏑木町４０５－１ 043-481-0621

千葉県 ウエルシア佐倉寺崎店 285-0819 千葉県佐倉市寺崎北１－７－３ 043-483-7601

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臼井店 285-0837 千葉県佐倉市王子台１－２３ 043-461-1111

千葉県 ウエルシア佐倉西志津店 285-0845 千葉県佐倉市西志津２－２２－４８ 043-464-0031

千葉県 株式会社グリーンクロス・コア志津店 285-0846 千葉県佐倉市上志津１６２０－１ 043-464-0801

千葉県 イオンリテール株式会社イオンスタイルユーカリが丘店 285-0850 千葉県佐倉市西ユーカリが丘６－１２－３イオンタウンユーカリが丘内 043-489-1600

千葉県 ウエルシア佐倉小竹店 285-0853 千葉県佐倉市小竹６６９－１ 043-460-0175

千葉県 ウエルシアユーカリが丘店 285-0854 千葉県佐倉市上座２８８－１９ 043-460-5333

千葉県 グリーンシアユーカリヶ丘店 285-0858 千葉県佐倉市ユーカリが丘３－３－１３ 043-460-8873

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 イオンリテール株式会社イオン成田店 286-0029 千葉県成田市ウイング土屋２４ 0476-23-8300

千葉県 ウエルシア成田公津の杜店 286-0048 千葉県成田市公津の杜３－２６－３ 0476-20-8020

千葉県 ドラッグてらしま佐原店 287-0003 千葉県佐原市佐原イ－４２００ 0478-54-5848

千葉県 ウエルシア銚子笠上町店 288-0004 千葉県銚子市笠上町６８７０－１ 0479-20-2552

千葉県 ウエルシア東庄新宿店 289-0611 千葉県香取郡東庄町新宿１２１０－１ 0478-86-4601

千葉県 ウエルシア成田三里塚店 289-1608 千葉県山武郡芝山町岩山２２６４－８ 0479-77-1127

千葉県 ウエルシア匝瑳八日市場店 289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ７０１－１ 0479-70-1780

千葉県 株式会社グリーンクロス・コア辰巳台店 290-0004 千葉県市原市辰巳台西２－２－１ 0436-75-8821

千葉県 ウエルシア市原五所店 290-0066 千葉県市原市五所１６６２－１ 0436-42-0335

千葉県 ウエルシア薬局株式会社ネット通販 290-0075 千葉県市原市南国分寺台４－１－１－２Ｆ 0436-98-2212

千葉県 ウエルシア市原国分寺台店 290-0075 千葉県市原市南国分寺台４－１－１ 0436-20-8077

千葉県 ウエルシア市原牛久店 290-0225 千葉県市原市牛久１０６６－１ 0436-50-0855

千葉県 ウエルシア木更津高柳店 292-0014 千葉県木更津市高柳２－３－１４ 0438-40-0662

千葉県 ウエルシア木更津祇園店 292-0052 千葉県木更津市祇園４－２７－１４ 0438-97-1371

千葉県 イオンリテール株式会社イオン木更津店 292-0835 千葉県木更津市築地１－４ 0438-38-8600

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 ウエルシア富津大貫店 293-0035 千葉県富津市西大和田１３４０ 0439-80-5061

千葉県 ウエルシア館山安東店 294-0005 千葉県館山市安東２２－１ 0470-20-3370

千葉県 イオンリテール株式会社イオン館山店 294-0047 千葉県館山市八幡５４５－１ 0470-23-8131

千葉県 ウエルシア館山八幡店 294-0047 千葉県館山市八幡字北鳥居脇６０８ 0470-20-1210

千葉県 ウエルシア南房総千倉店 295-0004 千葉県南房総市千倉町瀬戸２９８０－２１２ 0470-44-3933

千葉県 ウエルシア鴨川広場店 296-0044 千葉県鴨川市広場１０００－１ 04-7098-3702

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 ウエルシア大多喜船子店 298-0204 千葉県夷隅郡大多喜町船子８６５－１ 0470-80-0501

13 / 27 ページ



【リペア＆バランス】スキンケアUVベース(トーンアップローズ)　お取り扱い店舗一覧　 2021年8月時点

都道府県店舗名 郵便番号住所 電話番号

千葉県 ウエルシア市原青柳店 299-0102 千葉県市原市青柳５４２－１ 0436-26-9300

千葉県 ウエルシア市原姉崎店 299-0111 千葉県市原市姉崎３２９ 0436-62-0781

千葉県 ウエルシア薬局袖ケ浦横田店 299-0236 千葉県袖ケ浦市横田２６３２－１ 0438-75-7781

千葉県 ウエルシア袖ケ浦奈良輪店 299-0263 千葉県袖ケ浦市奈良輪１４１６ 0438-63-8031

千葉県 ウエルシア君津中島店 299-1106 千葉県君津市中島２８５－３ 0439-70-1202

千葉県 ウエルシア君津西坂田店 299-1145 千葉県君津市西坂田１－３ 0439-50-3575

千葉県 ウエルシア君津外箕輪店 299-1173 千葉県君津市外箕輪４－１－２２ 0439-50-3166

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 株式会社スギ薬局神田駅東口店 101-0044 東京都千代田区鍛冶町２－２－２神田パークプラザ１Ｆ 03-3254-5631

東京都 株式会社ラクーン 103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町１－１４－１４ 03-5652-1692

東京都 株式会社ロフト銀座店 104-0061 東京都中央区銀座２－４－６銀座ベルビア館内 03-3562-6210

東京都 ドラッグセイムス新橋日比谷口店 105-0004 東京都港区新橋２－６－２－１Ｆ 03-6811-2045

東京都 住商リテイルストアーズ株式会社トモズ赤坂店 107-0052 東京都港区赤坂４－２－８金春ビル１階 03-3586-7480

東京都 コクミンドラッグ上野駅店 110-0005 東京都台東区上野７－１－１アトレ上野店１Ｆ 03-5826-5823

東京都 株式会社一本堂入谷店 110-0013 東京都台東区入谷１－５－４ 03-3871-4041

東京都 株式会社ドン・キホーテ浅草店 111-0032 東京都台東区浅草２－１０ 03-5826-2511

東京都 ウエルシア浮間店 115-0051 東京都北区浮間２－１２－２４ 03-5916-0511

東京都 株式会社ＣＦＳハックドラッグ赤羽台店 115-0053 東京都北区赤羽台１－５－１８ 03-5963-5061

東京都 ウェルシア足立青井店 120-0012 東京都足立区青井２－２０－１４ 03-5845-1660

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 ウエルシア足立西新井店 123-0841 東京都足立区西新井４－３２－１４ 03-5838-0775

東京都 ウエルシア足立新田店 123-0865 東京都足立区新田２－６－１５ 03-5959-1255

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 株式会社ロフト錦糸町店 130-0022 東京都墨田区江東橋４－２７－１４楽天地内 03-5625-6210

東京都 株式会社グリーンクロス・コア江戸川松本店 133-0043 東京都江戸川区松本２－１６－２１ 03-3652-9008

東京都 イオンリテール株式会社イオン葛西店 134-0088 東京都江戸川区西葛西３－９－１９ 03-3675-5111

東京都 株式会社ロフト木場店 135-0042 東京都江東区木場１－５－３０イトーヨーカ堂木場店内 03-5634-6210

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ＣＦＳハックドラッグエクスプレス亀戸店 136-0071 東京都江東区亀戸５－１－１アトレ亀戸１４４１ 03-5628-1189

東京都 株式会社ロフト北砂店 136-0073 東京都江東区北砂２－１７アリオ北砂２Ｆ 03-5653-6210

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 イオンリテール株式会社イオン品川シーサイド店 140-0002 東京都品川区東品川４－１２－５ 03-5715-8300

東京都 クスリのカツマタ中延店 142-0053 東京都品川区中延３－８－７ 03-5749-1199

東京都 クスリのカツマタ武蔵小山店 142-0063 東京都品川区荏原３－３－１５ 03-5749-4343

東京都 株式会社ロフト大森店 143-0016 東京都大田区大森北２－１３－１イトーヨーカ堂大森店３Ｆ 03-5762-0111

東京都 クスリのカツマタ蒲田駅前店 144-0051 東京都大田区西蒲田７－６６－５ミヤベビル１Ｆ 03-3737-6999

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 イオンリテール株式会社イオン御嶽山駅前店 145-0073 東京都大田区北嶺町３７－１３ 03-3727-4000

東京都 アインズドラッグストアトルペ原宿クエスト店 150-0001 東京都渋谷区神宮前１－１３－１４ 03-5775-0561

東京都 スギドラッグ原宿店 150-0001 東京都渋谷区神宮前１－１９－１１－１Ｆ 03-6721-0752

東京都 コクミンドラッグ原宿店 150-0001 東京都渋谷区神宮前１－８－１ 03-5786-0593

東京都 株式会社ロフト渋谷店 150-0042 東京都渋谷区宇田川町２１－１ 03-3462-3807

東京都 ハラダ薬局渋谷本町店 151-0071 東京都渋谷区本町４－１６－１０ 03-6300-5981

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 クスリのカツマタ自由が丘マリクレール店 152-0035 東京都目黒区自由が丘１－８－２３自由が丘プチプラザ１Ｆ 03-5731-9705

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 クスリのカツマタ中目黒店 153-0051 東京都目黒区上目黒３－３－１４ 03-5725-9055

東京都 トモズ三軒茶屋店 154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋１－３９－７－１Ｆ 03-6453-4161

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 スギドラッグ新宿三丁目店 160-0022 東京都新宿区新宿３－５－６－１Ｆ 03-5315-0566

東京都 トモズ新宿２丁目店 160-0022 東京都新宿区新宿２－５－１０ 03-5357-7141

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 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 ウエルシアＯ－ＧＵＡＲＤ新宿店 160-0023 東京都新宿区西新宿７－１０－１ 03-5337-8015

東京都 創創株式会社 162-0067 東京都新宿区富久町１－５－９Ｆ 03-5357-7225

東京都 ヒジカタ薬局 169-0074 東京都新宿区北新宿１－８－１７ 03-3371-4747

東京都 タサキ薬局アトレヴィ大塚店 170-0005 東京都豊島区南大塚３－３３－１アトレヴィ大塚１Ｆ 03-5954-1931

東京都 イオンリテール株式会社イオンスタイル板橋前野町店 174-0063 東京都板橋区前野町４－２１－２２ 03-5916-8080

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ＣＦＳハックドラッグ高野台店 177-0033 東京都練馬区高野台１－７－１７ピーコックストア高野台店１Ｆ 03-5910-7789

東京都 大川ホームセンター練馬大泉店 178-0062 東京都練馬区大泉町５－６－５１ 03-5933-1530

東京都 イオンリテールストア株式会社イオン練馬店 179-0072 東京都練馬区光が丘５－１－１ 03-3976-7711

東京都 トモズアトレ吉祥寺店 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－１－２４アトレ吉祥寺内 0422-22-1512

東京都 スギドラッグ吉祥寺店 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－８－３ 0422-27-6641

東京都 トモズ三鷹北口店 180-0006 東京都武蔵野市中町１－６－５ 0422-36-5531

東京都 コクミンドラッグアトレヴィ三鷹店 181-0013 東京都三鷹市下連雀３－４６－１アトレヴィ三鷹３Ｆ 0422-50-0593

東京都 トモズ京王リトナードつつじケ丘店 182-0006 東京都調布市西つつじケ丘３－３５－１京王リトナードつつじケ丘内 042-426-8033

東京都 クリエイトＳ・Ｄにしこくマイン店 185-0024 東京都国分寺市泉町３－３５－１東武ストアにしこくマイン店１Ｆ 042-320-6026

東京都 スーパーバリュー国立店 186-0011 東京都国立市谷保３１４３－１ 042-843-0755

東京都 株式会社ＣＦＳハックドラッグ小川東町店 187-0031 東京都小平市小川東町１－６－２０ 042-349-0889

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 ウエルシア立川若葉店 190-0001 東京都立川市若葉町３－２１ 042-538-7237

東京都 イオンリテール株式会社イオン日の出店 190-0182 東京都西多摩郡日の出町平井字三吉野桜木２３７－３ 042-588-8300

東京都 ウエルシア日野甲州街道店 191-0012 東京都日野市日野１４７９－１ 042-582-6281

東京都 イオンリテール株式会社イオン多摩平の森店 191-0062 東京都日野市多摩平２－４－１ 042-514-1050

東京都 ウエルシア八王子東中野店 192-0351 東京都八王子市東中野２７９－２ 042-670-4824

東京都 ウエルシア八王子七国店 192-0919 東京都八王子市七国５－２８－１ 042-632-8520

東京都 ウエルシア八王子諏訪店 193-0812 東京都八王子市諏訪町４９９ 042-650-1351

東京都 スーパーバリュー八王子高尾店 193-0834 東京都八王子市東浅川町５４６－２０ 042-673-5022

東京都 ドラッグおばた 193-0942 東京都八王子市椚田町１２０８スーパーアルプス内 042-665-5900
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東京都 ウエルシア八王子椚田店 193-0942 東京都八王子市椚田町７２－１ 042-668-8708

東京都 株式会社ドン・キホーテめじろ台店 193-0942 東京都八王子市椚田町５８６－２２ 0426-69-0711

東京都 株式会社ロフト町田店 194-0013 東京都町田市原町田６－２－６町田モディ内 042-726-6210

東京都 トモズ鶴川店 195-0053 東京都町田市能ヶ谷１－７－１ダイヤモンド会館１Ｆ 042-708-8850

東京都 ウエルシア昭島朝日町店 196-0025 東京都昭島市朝日町２－１１０１ 042-500-4506

東京都 株式会社ホッタ晴信堂薬局本店 197-0022 東京都福生市本町１４２ 042-553-0061

東京都 イオンスタイル河辺店 198-0036 東京都青梅市河辺町１０－７－１ 0428-20-1090

東京都 ドラッグセイムス青梅河辺６丁目店 198-0036 東京都青梅市河辺町６－１０－１ 0428-20-1765

東京都 イオンリテール株式会社イオン東久留米店 203-0023 東京都東久留米市南沢５－１７－６２ 042-460-7300

東京都 ウエルシア東久留米滝山店 203-0033 東京都東久留米市滝山１－８－２０ 042-479-1121

東京都 住商リテイルストアーズ株式会社トモズ清瀬店 204-0021 東京都清瀬市元町１－３－１０ 0424-95-4189

東京都 丘の上薬局聖蹟桜ヶ丘店 206-0011 東京都多摩市関戸４－７２オーパ１Ｆ 042-356-3222

東京都 ウエルシア稲城若葉台アクロスプラザ店 206-0824 東京都稲城市若葉台１－５５アクロスプラザ若葉台内 042-350-6602

東京都 トモズ東大和店 207-0011 東京都東大和市清原４－１０－１９ 042-590-0650

東京都 株式会社ハックキミサワハックドラッグ東大和向原店 207-0013 東京都東大和市向原３－１－４ 042-590-1289

東京都 高田薬局ウィンダーランド東大和店 207-0015 東京都東大和市中央１丁目１２－４セントヒルズ１Ｆ 042-567-4138

東京都 イオンリテール株式会社イオンむさし村山店 208-0022 東京都武蔵村山市榎１－１－３ 042-516-0300

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ川崎銀柳街店 210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子２丁目１－２ 044-222-5788

神奈川県 コクミン薬局川崎地下街店　アゼリア 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町２６－２－５０アゼリア 044-245-1836

神奈川県 株式会社ドン・キホーテピカソ川崎銀柳街店 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町４－１２ 044-210-3011

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ大島店 210-0835 神奈川県川崎市川崎区追分町１６－１カルナーザ川崎１Ｆ 044-328-7089

神奈川県 株式会社ロフト武蔵小杉店 211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東３－１１３５－１グランツリー３Ｆ 044-433-6210

神奈川県 クスリのカツマタ元住吉店 211-0025 神奈川県川崎市中原区木月４５７ 044-433-9975

神奈川県 トモズ元住吉西口店 211-0025 神奈川県川崎市中原区木月１－３０－３３ 044-433-9970

神奈川県 クスリのカツマタ新城店 211-0044 神奈川県川崎市中原区新城１－３－１ 044-753-1144

神奈川県 クスリのカツマタ小杉店 211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町３－４３２ 044-733-8830

神奈川県 株式会社東急ハンズハンズビー武蔵小杉東急スクエア店 211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町３－４７２武蔵小杉東急スクエア４Ｆ 044-733-7032

神奈川県 クスリのカツマタ稲田堤店 214-0001 神奈川県川崎市多摩区菅２－１－１３ 044-948-1009

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー川崎向ヶ丘遊園店 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸１８５４－１Ｆ 044-931-1120

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン新百合ヶ丘店 215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生１－１９－１Ｆ 044-951-5501

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ新百合ヶ丘店 215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生１－２０－１小田急アコルデ２Ｆ 044-959-0289

神奈川県 マツモトキヨシ横浜ジョイナスＰａｒｔ１店 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸１－４ジョイナスザ・ダイヤモンドＢ１Ｆ 045-328-3303

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

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 株式会社ロフト横浜店 220-0011 神奈川県横浜市西区高島２－１８－１そごう横浜７Ｆ 045-440-6210

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 クスリのカツマタ白楽店 221-0065 神奈川県横浜市神奈川区白楽１２１ 045-431-4366

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン東神奈川店 221-0821 神奈川県横浜市神奈川区富家町１ 045-434-2121

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 クスリのカツマタ大倉山店 222-0031 神奈川県横浜市港北区太尾町２７０ 045-547-0900

神奈川県 株式会社ロフト新横浜店 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜２－１００－４５キュービックプラザ７Ｆ 045-478-0140

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ港北ミナモ店 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央２－７－１港北ミナモ１Ｆ 045-590-0189

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグモザイクモール港北店 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－３１－１－２－Ｂ１Ｆ 045-914-2835

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ港北東急店 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央５－１ 045-948-5189

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ美しが丘店 225-0001 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西３－６５－３ 045-902-0089

神奈川県 ハックドラッグ横浜元石川店 225-0004 神奈川県横浜市青葉区元石川町３７１７－７ 045-909-5071

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ＣＦＳハックドラッグ藤が丘駅前店 227-0043 神奈川県横浜市青葉区藤が丘１－２８－１７ 045-979-2289

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 トモズ東急スクエア店 227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－１－１東急スクエアＮｏｒｔｈ－１内 045-985-8705

神奈川県 高田薬局ウィンダーランド座間店 228-0024 神奈川県座間市入谷５－１９８１－１ 046-253-9231

神奈川県 ウエルシア相模大野店 228-0803 神奈川県相模原市相模大野７－８－１４ 042-701-0138

神奈川県 アクアファーマシー 229-1103 神奈川県相模原市橋本３－２８－１ 042-700-7560

神奈川県 ウエルシア相模原清新店 229-1116 神奈川県相模原市清新８－６０－２ 042-730-4235

神奈川県 株式会社高田薬局ウインダーランド相模原田名店 229-1124 神奈川県相模原市田名４７５７ 042-764-0770

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ矢向駅前店 230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向６－６－２３食品館あおば内 045-580-1089

神奈川県 クスリのカツマタ矢向店 230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向６－７－１０末広ビル１Ｆ 045-570-3119

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 イオンリテール株式会社イオン駒岡店 230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡５－６－１ 045-585-7000

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディーＣｒｅｍｏ横浜ワールドポーターズ店 231-0001 神奈川県横浜市中区新港２－２－１横浜ワールドポーターズ２Ｆ 045-227-7003

神奈川県 トモズカトレヤプラザ伊勢佐木店 231-0045 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町１－５－４カトレヤプラザ１Ｆ 045-315-3335

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ野毛店 231-0064 神奈川県横浜市中区野毛町３－１６０－４ちぇるる野毛１Ｆ 045-260-5589

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 株式会社ハックキミサワハックドラッグ石川町店 231-0868 神奈川県横浜市中区石川町１－１３豆分ビル１Ｆ 045-663-9189

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ六ツ川ローゼン店 232-0066 神奈川県横浜市南区六ツ川３－７５そうてつローゼン六ツ川店内 045-730-6189

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ上大岡店 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－６－１ 045-846-1011

神奈川県 株式会社ドン・キホーテ日野インター店 234-0051 神奈川県横浜市港南区日野８－２－５ 045-882-0411

神奈川県 クリエイトＳ・Ｄブランチ横浜南部市場店 236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１－１横浜南部市場内 045-769-2531

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグビアレヨコハマ店 236-0005 神奈川県横浜市金沢区並木２－１３－１－９ 045-787-6113

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ＣＦＳハックドラッグ金沢文庫西口店 236-0016 神奈川県横浜市金沢区谷津町４１９文庫ビル 045-791-7089

神奈川県 イオンリテールストア株式会社イオン金沢八景店 236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀１－２７－１ 045-788-0055

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ能見台店 236-0057 神奈川県横浜市金沢区能見台３－１－１京急能見台店１Ｆ 045-770-5189

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ横須賀中央店 238-0007 神奈川県横須賀市若松町２－４田丸屋ビル１Ｆ 0468-27-8911

神奈川県 イオンリテールストア株式会社イオン横須賀店 238-0041 神奈川県横須賀市本町２－１－１２ 046-827-4711

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン久里浜店 239-0831 神奈川県横須賀市久里浜５－１３－１ 046-838-5200

神奈川県 くすりのカツマタ和田町店 240-0006 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川３－８－１ 045-338-1300

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ市沢店 241-0014 神奈川県横浜市旭区市沢町６１４－１ 045-372-1893

神奈川県 株式会社長崎屋ドン・キホーテ二俣川店 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川１－４３－２８ 045-391-3810

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ希望が丘ＳＣ店 241-0825 神奈川県横浜市旭区中希望が丘１７７－１ 045-360-6689
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神奈川県 ウエルシア大和中央林間店 242-0001 神奈川県大和市下鶴間１５９９－２ 046-278-2377

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ大和鶴間店 242-0001 神奈川県大和市下鶴間２７８０－１ 046-278-1377

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン大和鶴間店 242-0001 神奈川県大和市下鶴間１－２－１ 046-200-3300

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 株式会社ハックキミサワハックドラッグ厚木下荻野店 243-0203 神奈川県厚木市下荻野４３７－１ 046-241-0896

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 イオンリテールストア株式会社イオン東戸塚店 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３５－１ 045-826-4147

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグモレラ東戸塚店 244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町９１－１モレラ東戸塚２Ｆ 045-829-1689

神奈川県 トモズ下倉田店 244-0815 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町１８８３サミット下倉田店１Ｆ 045-443-8121

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ戸塚店 244-0815 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町１９０－１ 045-864-5589

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ戸塚上倉田店 244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町４７９－２ 045-869-3189

神奈川県 イオンリテールストア株式会社イオン戸塚店 244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町８８４ 045-881-1261

神奈川県 ハックドラッグ相鉄ライフ緑園都市店 245-0002 神奈川県横浜市泉区緑園４－１－２相鉄ライフ２Ｆ 045-811-8966

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ瀬谷ひなた山店 245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町４７０２－１ 045-306-1189

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ戸塚汲沢店 245-0061 神奈川県横浜市戸塚区汲沢１－２－８ 045-869-2089

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ瀬谷駅北口店 246-0014 神奈川県横浜市瀬谷区中央３－１０守ビル内 045-300-2289

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ＣＦＳハックドラッグ小田原栢山店 250-0852 神奈川県小田原市栢山３４４－２ 0465-39-5189

神奈川県 ウエルシア小田原南鴨宮店 250-0875 神奈川県小田原市南鴨宮３－２０－１５ 0465-45-0220

神奈川県 トモズミスターマックス藤沢ＳＣ店 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町４－３－５－１Ｆ 0466-31-0581

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ辻堂新町店 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町１－６－３５あおば辻堂店内 0466-30-2389

神奈川県 ウエルシアダイエー藤沢店 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢５２０ダイエー藤沢店２Ｆ 0466-55-6370

神奈川県 ウエルシア藤沢市民病院前店 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢２－２－２８ 0466-29-2556

神奈川県 株式会社ドン・キホーテ藤沢駅前店 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢１９－１７ 0466-29-1711

神奈川県 トモズ藤沢オーパ店 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢２２－３藤沢オーパ１Ｆ 0466-52-6617

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン藤沢店 251-0861 神奈川県藤沢市大庭５０６１－２ 0466-88-4111

神奈川県 イオンリテール株式会社イオンスタイル座間店 252-0012 神奈川県座間市広野台２－１０－４ 046-259-2600

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン橋本店 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本６－２－１ 042-770-1200

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ星が丘店 252-0238 神奈川県相模原市中央区星が丘２－１－１ 042-786-1189

神奈川県 ウエルシア相模原星ヶ丘店 252-0238 神奈川県相模原市中央区星が丘３－５－１ 042-769-7550

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン相模原店 252-0344 神奈川県相模原市南区古淵２－１０－１ 042-769-7600

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ＣＦＳハックドラッグ綾瀬タウンヒルズ店 252-1103 神奈川県綾瀬市深谷３７３４－１綾瀬タウンヒルズ内 0467-71-6089

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 株式会社ハックキミサワハックドラッグ辻堂店 253-0021 神奈川県茅ヶ崎市浜竹３－４－４７ 0467-59-1589

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン茅ヶ崎中央店 253-0041 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎３－５－１６ 0467-82-6111

神奈川県 株式会社ドン・キホーテＰＡＷひらつか店 254-0013 神奈川県平塚市田村５５３５－１ 0463-51-2311

神奈川県 ウエルシア平塚四之宮店 254-0014 神奈川県平塚市四之宮５－２５－３８ 0463-51-2050

神奈川県 トモズららぽーと湘南平塚店 254-0031 神奈川県平塚市天沼１０－１ららぽーと湘南平塚１Ｆ 0463-73-7473

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー秦野鶴巻店 257-0007 神奈川県秦野市鶴巻１９２０－１ 0463-69-3771

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤインター店 257-0012 神奈川県秦野市西大竹２－１ 0463-84-7852

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ秦野平沢店 257-0015 神奈川県秦野市平沢５６０－１ 0463-80-2689

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

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ開成牛島店 258-0029 神奈川県足柄上郡開成町みなみ１－５－８ 0465-85-1689

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ湯河原店 259-0303 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥５－８－２ 046-560-1889

神奈川県 ウエルシア平塚南金目店 259-1201 神奈川県平塚市南金目９３１ 0463-58-8208

新潟県 ウエルシア長岡中島店 940-0094 新潟県長岡市中島７－２－３ 0258-38-8826

新潟県 ウエルシアリップス旭岡店 940-0831 新潟県長岡市上条町４５３－１ 0258-30-5225

新潟県 イオンリテール株式会社イオン長岡店 940-2106 新潟県長岡市古正寺１－２４９－１ 0258-28-0880

新潟県 ウエルシア長岡西津町店 940-2126 新潟県長岡市西津町３８６９－１ 0258-22-5950

新潟県 ウエルシア糸魚川寺島店 941-0066 新潟県糸魚川市寺島３－６－１ 025-550-6050

新潟県 株式会社モリキアメリカンドラッグ糸魚川店 941-0067 新潟県糸魚川市横町５－５２７－４ 025-550-6336

新潟県 ウエルシア上越下門前店 942-0063 新潟県上越市下門前１６５３ 025-531-3350

新潟県 ウエルシア妙高栗原店 944-0007 新潟県妙高市栗原２－５－１０ 0255-70-1310

新潟県 株式会社モリキアメリカンドラッグ新井店 944-0011 新潟県妙高市石塚町１－５２０ 0255-70-5381

新潟県 ウエルシア柏崎錦町店 945-0052 新潟県柏崎市錦町１－８ 0257-28-6601

新潟県 ウエルシア柏崎上田尻店 945-1351 新潟県柏崎市上田尻１０４３ 0257-20-6380

新潟県 ウエルシア新潟小出東店 946-0076 新潟県魚沼市井口新田８４０－１ 025-793-1070

新潟県 ウエルシア小千谷若葉店 947-0054 新潟県小千谷市若葉２－１ 0258-81-0800

新潟県 ウエルシア十日町下川原町店 948-0004 新潟県十日町市下川原町寅乙２３５－２ 025-750-5066

新潟県 ウエルシア十日町住吉店 948-0076 新潟県十日町市住吉町１５６－２ 025-750-6131

新潟県 ウエルシア南魚沼六日町店 949-6603 新潟県南魚沼市川窪陣場１００１－１ 025-781-5255

新潟県 ウエルシア新潟秋葉通店 950-0052 新潟県新潟市東区秋葉通３－１２－２ 025-278-9191

新潟県 イオンリテール株式会社イオン新潟南店 950-0150 新潟県新潟市江南区下早通柳田１ 025-383-1300

新潟県 ウエルシア新潟亀田駅前店 950-0166 新潟県新潟市江南区旭１９９９－１ 025-383-0170

新潟県 ウエルシア新潟横越店 950-0212 新潟県新潟市江南区茜ケ丘２－１３ 025-383-2801

新潟県 イオンリテール株式会社イオン新潟東店 950-0813 新潟県新潟市東区大形本町３－１－２ 025-279-1515

新潟県 ウエルシア新潟上木戸店 950-0891 新潟県新潟市東区上木戸１－１２－５ 025-257-9955

新潟県 ウエルシア新潟新和店 950-0972 新潟県新潟市中央区新和１－６６－１ 025-282-2781

新潟県 ウエルシア新潟鳥原店 950-1115 新潟県新潟市西区鳥原２３２３－１ 025-370-6926

新潟県 イオンリテール株式会社イオン白根店 950-1213 新潟県新潟市南区能登４０９－２ 025-372-6200

新潟県 ウエルシア新潟白根店 950-1213 新潟県新潟市南区能登４２５－１ 025-372-8006

新潟県 イオンリテール株式会社イオン新潟店 950-2002 新潟県新潟市西区青山２－５－１ 025-231-9111

新潟県 ウエルシア青山店 950-2003 新潟県新潟市東青山１－２５－２ 025-234-5821

新潟県 イオンリテール株式会社イオン新潟西店 950-2028 新潟県新潟市西区小新南２－１－１０ 025-234-3100

新潟県 ウエルシア新潟亀貝店 950-2033 新潟県新潟市西区亀貝１２３４－１ 025-211-0280

新潟県 ウエルシア新潟大学前店 950-2042 新潟県新潟市西区坂井７４６－１ 025-264-1120

新潟県 ウエルシア新潟西内野店 950-2155 新潟県新潟市西区五十嵐上崎山６２ 025-264-6800

新潟県 ウエルシア新潟関新１丁目店 951-8141 新潟県新潟市中央区関新１－９４－１３ 025-201-1321

新潟県 ウエルシア佐渡両津店 952-0028 新潟県佐渡市加茂歌代字境４０８ 0259-24-1300

新潟県 ウエルシア佐渡新穂店 952-0109 新潟県佐渡市新穂大野１８７７－１ 0259-24-6200
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新潟県 ウエルシア佐渡羽茂店 952-0504 新潟県佐渡市羽茂本郷４０５－１ 0259-81-3015

新潟県 ウエルシア巻店 953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲４７７７－１ 0256-73-7303

新潟県 ウエルシア見附上新田店 954-0112 新潟県見附市上新田町８１９ 0258-61-2655

新潟県 ウエルシア三条保内店 955-0021 新潟県三条市下保内中谷地１０５０－１ 0256-39-6051

新潟県 有限会社ドラッグホシノ三条店 955-0082 新潟県三条市西裏館２－１１－１９ 0256-36-0808

新潟県 ウエルシア三条新保店 955-0808 新潟県三条市新保字三百刈１４７－１ 0256-31-1611

新潟県 ウエルシア新潟さつき野店 956-0022 新潟県新潟市秋葉区さつき野１－１－３６ 0250-21-7010

新潟県 イオンスタイル新津 956-0032 新潟県新潟市秋葉区南町７－５３ 0250-21-6500

新潟県 イオンリテール株式会社イオン新発田店 957-0061 新潟県新発田市住吉町５－１１－５ 0254-21-7500

新潟県 ウエルシア新潟村上山辺里店 958-0821 新潟県村上市山辺里２１０４ 0254-56-2237

新潟県 イオンリテール株式会社イオン村上東店 958-0823 新潟県村上市仲間町２００ 0254-53-7200

新潟県 ウエルシア吉田店 959-0264 新潟県燕市吉田３７１９－１ 0256-91-1211

新潟県 イオンリテール株式会社イオン県央店 959-1232 新潟県燕市井土巻３－６５ 0256-63-3311

新潟県 ウエルシア新潟田上店 959-1512 新潟県南蒲原郡田上町羽生田１３４－１ 0256-46-7250

新潟県 ウエルシア五泉村松店 959-1707 新潟県五泉市村松１２３４－４ 0250-58-0130

新潟県 ウエルシア新潟水原店 959-2024 新潟県阿賀野市中島１２５８－７ 0250-62-8801

新潟県 イオンリテール株式会社イオン中条店 959-2643 新潟県胎内市東本町２６４１ 0254-39-1192

新潟県 ウエルシア新潟中条店 959-2644 新潟県胎内市大川町１４－３１ 0254-44-0606

富山県 株式会社ドラッグフジイ呉羽店 930-0115 富山県富山市茶屋町６１４－１２ 076-434-4700

富山県 ウエルシアかみいち総合病院前店 930-0355 富山県中新川郡上市町横法音寺１３－３ 076-473-8911

富山県 株式会社ドラッグフジイ奥田店 930-0818 富山県富山市奥田町３５－１ 0764-44-3588

富山県 イオンリテール株式会社イオン高岡店 933-0062 富山県高岡市江尻３３１－１ 0766-25-6800

富山県 ウエルシア高岡江尻店 933-0062 富山県高岡市江尻１９－３ 0766-28-8271

富山県 株式会社ドラッグフジイ高岡店 933-0807 富山県高岡市井口本江字湯浦８７６－２ 0766-24-8241

富山県 イオンリテール株式会社イオン高岡南店 933-0813 富山県高岡市下伏間江３８３ 0766-32-1111

富山県 株式会社ドラッグフジイ佐野店 933-0826 富山県高岡市佐野１１８９－１ 0766-25-8730

富山県 ドラッグセイムス高岡上北島店 933-0837 富山県高岡市上北島７１ 0766-92-0222

富山県 ウエルシア高岡京田店 933-0874 富山県高岡市京田６２４－２ 0766-22-2310

富山県 株式会社ドラッグフジイ昭和町店 933-0946 富山県高岡市昭和町１－１－１ 0766-26-4380

富山県 ウエルシア高岡姫野店 934-0093 富山県高岡市姫野５１６－１ 0766-82-5591

富山県 株式会社ドラッグフジイ氷見窪店 935-0024 富山県氷見市窪１１１９－１ 0766-91-7771

富山県 株式会社ドラッグフジイ氷見店 935-0063 富山県氷見市加納４２８－１ 0766-74-5020

富山県 株式会社ドラッグフジイ滑川店 936-0033 富山県滑川市吾妻町５１１ 0764-76-1200

富山県 ウエルシア魚津吉島西店 937-0041 富山県魚津市吉島２６－１ 0765-23-2007

富山県 株式会社ドラッグフジイ魚津店 937-0851 富山県魚津市住吉５８２－１ 0765-23-6866

富山県 ウエルシアフジイ射水小杉店 939-0351 富山県射水市戸破字若宮３０８７ 0766-55-2886

富山県 ウエルシア薬局砺波中神南店 939-1332 富山県砺波市永福町５－５ 0763-32-8558

富山県 イオンリテール株式会社イオンスタイルとなみ店 939-1344 富山県砺波市中神土地区画整理事業地３１街区１ 0763-32-8800

富山県 ウエルシア砺波十年明店 939-1353 富山県砺波市十年明８４ 0763-32-8055

富山県 株式会社ドラッグフジイ砺波店 939-1364 富山県砺波市豊町２－１７－２ 0763-33-4700

富山県 ウエルシア南砺福野店 939-1576 富山県南砺市やかた４１４ 0763-22-8100

富山県 株式会社ドラッグフジイ下大久保店 939-2251 富山県富山市下大久保１０６５－１ 076-467-5788

富山県 株式会社ドラッグフジイ八尾店 939-2306 富山県富山市八尾町井田５５４９ 076-455-1711

富山県 ウエルシア富山中川原店 939-8015 富山県富山市中川原３８３－１ 076-420-1910

富山県 ウエルシア富山本郷店 939-8045 富山県富山市本郷町４９－１ 076-420-0180

石川県 ウエルシア内灘店 920-0274 石川県河北郡内灘町向粟崎１－４４８ 076-238-8050

石川県 株式会社マツモトキヨシアピタタウン金沢ベイ店 920-0333 石川県金沢市無量寺第二土地区画整理事業地区内２街区 076-225-2577

石川県 ウエルシア金沢三池店 920-0809 石川県金沢市三池栄町３１２ 076-252-7212

石川県 スギドラッグ片町きらら店 920-0981 石川県金沢市片町２－２－２片町きらら内 076-213-5628

石川県 イオンリテール株式会社イオンもりの里店 920-1167 石川県金沢市もりの里１－７０ 076-234-8888

石川県 ウエルシア白山鶴来店 920-2155 石川県白山市知気寺町６０－１ 076-273-2372

石川県 株式会社ドン・キホーテ金沢森本店 920-3116 石川県金沢市南森本町ニ１１－１ 076-257-5311

石川県 イオンリテール株式会社イオン金沢店 920-3122 石川県金沢市福久町２－５８ 076-258-7588

石川県 ウエルシア金沢大桑店 921-8045 石川県金沢市大桑２－４７ 076-201-1577

石川県 ウエルシア金沢新保本店 921-8062 石川県金沢市新保本３－１５２－１ 076-214-1117

石川県 ウエルシア金沢四十万店 921-8135 石川県金沢市四十万４－２２８ 076-296-7008

石川県 ウエルシア野々市御経塚店 921-8801 石川県野々市市御経塚１－５３７ 076-246-2850

石川県 ウエルシア野々市横宮店 921-8817 石川県野々市市横宮町３６－１ 076-227-4830

石川県 イオンリテール株式会社イオン野々市南店 921-8835 石川県石川郡野々市町上林４－７４７ 076-246-8121

石川県 イオンリテール株式会社イオンスタイル新小松店 923-0000 石川県小松市沖周辺土地区画整理事業区域内２０街区 0761-20-8500

石川県 ウエルシア小松向本折店 923-0961 石川県小松市向本折町午１０７－１ 0761-20-3030

石川県 株式会社ドラッグフジイウエルシアフジイ石川寺井店 923-1121 石川県能美市寺井町ハ１１２ 0761-46-6400

石川県 イオンスタイル白山店 924-0000 石川県白山市横江町土地区画整理事業施行地区内１街区 076-216-1600

石川県 イオンリテール株式会社イオン松任店 924-0841 石川県白山市平松町１０２－１ 076-274-8600

石川県 株式会社ドラッグフジイ和倉店 926-0171 石川県七尾市石崎町１６－１ 076-762-8381

石川県 株式会社ドラッグフジイ珠洲店 927-1213 石川県珠洲市野々江町９６－１ 0768-82-8281

石川県 イオンリテール株式会社イオンかほく店 929-1126 石川県かほく市内日角タ２５ 076-289-1000

山梨県 ウエルシア甲府武田店 400-0016 山梨県甲府市武田１－４－３１ 055-255-2550

山梨県 ウエルシア甲府富竹店 400-0049 山梨県甲府市富竹２－１－２１ 055-231-8123

山梨県 ウエルシア大里店 400-0053 山梨県甲府市大里町１８３４ 055-241-5530

山梨県 ウエルシア甲斐開国橋店 400-0117 山梨県甲斐市西八幡３５６８－１ 055-260-8011

山梨県 ウエルシア甲府和戸店 400-0815 山梨県甲府市国玉町３２８－１ 055-231-8105

山梨県 マツモトキヨシイーストモールＳＣバリオ店 400-0862 山梨県甲府市朝気３－１－１２オギノイーストモールショッピングセンター１Ｆ 055-244-7880

山梨県 ウエルシア都留田野倉店 402-0001 山梨県都留市田野倉字長塚１５８－２ 0554-46-6280

山梨県 ウエルシア都留店 402-0053 山梨県都留市上谷６－１０５２－１ 0554-20-3811

山梨県 ウエルシア下吉田店 403-0004 山梨県富士吉田市下吉田６１７２ 0555-24-9821

山梨県 ウエルシア上吉田店 403-0005 山梨県富士吉田市上吉田３７７３－３ 0555-21-2070

山梨県 ウエルシア富士吉田店 403-0005 山梨県富士吉田市上吉田３４５１－１ 0555-21-2205

山梨県 ウエルシア塩山北店 404-0033 山梨県甲州市塩山赤尾２２９ 0553-20-6020

山梨県 ウエルシア塩山市民病院前店 404-0043 山梨県甲州市塩山下於曽１４７０ 0553-32-6255

山梨県 ウエルシア山梨下神内川店 405-0017 山梨県山梨市下神内川５０ 0553-21-9080

17 / 27 ページ



【リペア＆バランス】スキンケアUVベース(トーンアップローズ)　お取り扱い店舗一覧　 2021年8月時点

都道府県店舗名 郵便番号住所 電話番号

山梨県 ウエルシア石和市部店 406-0031 山梨県笛吹市石和町市部１０９０－１ 055-261-8722

山梨県 ウエルシアマーケットタウン御坂店 406-0804 山梨県笛吹市御坂町夏目原１１１６ 055-261-8701

山梨県 ウエルシア韮崎富士見店 407-0014 山梨県韮崎市富士見２－１２－３６ 0551-30-0520

山梨県 ウエルシア上野原店 409-0112 山梨県上野原市上野原４１１４ 0554-30-2155

山梨県 ウエルシア北杜大泉店 409-1502 山梨県北杜市大泉町谷戸３９０７－１ 0551-20-5681

山梨県 ウエルシア南巨摩南部町店 409-2102 山梨県南巨摩郡南部町福士２８５０５－１２ 0556-66-1115

山梨県 ウエルシア市川三郷店 409-3601 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門２４４ 055-278-8885

山梨県 イオンリテール株式会社イオン甲府昭和店 409-3800 山梨県中巨摩郡昭和町常永土地区画整理地内１街区 055-268-7800

山梨県 ウエルシア甲府昭和店 409-3852 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰１１３２－２ 055-268-6220

長野県 ウエルシア長野三輪店 380-0803 長野県長野市三輪６－１６－２７ 026-238-6080

長野県 株式会社モリキアメリカンドラッグコスメ２店 380-0901 長野県長野市鶴賀３３１－２ 026-229-6812

長野県 株式会社モリキアメリカンドラッグ安茂里店 380-0941 長野県長野市安茂里３６３３－４ 026-291-3760

長野県 株式会社モリキアメリカンドラッグ柳原店 381-0012 長野県長野市柳原２１０１－１ 026-239-7861

長野県 ドラッグストアマツモトキヨシ石渡店 381-0015 長野県長野市石渡１３７－１７ 026-219-3180

長野県 ウエルシア長野大豆島店 381-0022 長野県長野市大豆島４１７６－１ 026-266-6020

長野県 株式会社モリキアメリカンドラッグながの東急ライフ店 381-0043 長野県長野市吉田３－２２－１ながの東急ライフ内 026-219-6151

長野県 ウエルシア長野若穂店 381-0101 長野県長野市若穂綿内４４５ 026-282-7223

長野県 ウエルシア長野川中島店 381-2215 長野県長野市稲里町中氷鉋９６３－１ 026-291-0681

長野県 株式会社モリキアメリカンドラッグ南長野店 381-2217 長野県長野市稲里町中央２－１５－８ 026-286-7785

長野県 ウエルシア須坂日滝店 382-0000 長野県須坂市日滝９７３－１ 026-242-3045

長野県 株式会社モリキアメリカンドラッグ墨坂店 382-0098 長野県須坂市墨坂南１８９５－１ 026-251-2230

長野県 株式会社健康家族ファミリードラッグ中野吉田店 383-0015 長野県中野市吉田１０４９－１ 0269-24-7550

長野県 株式会社モリキアメリカンドラッグ吉田店 383-0015 長野県中野市吉田７１８－３ 0269-26-0022

長野県 ウエルシア小諸御幸町店 384-0005 長野県小諸市御幸町１－２－２６ 0267-26-2205

長野県 ドラッグてらしま野沢店 384-0153 長野県佐久市野沢字下木戸２４８－１ 0267-64-8978

長野県 イオンリテール株式会社イオン佐久平店 385-0029 長野県佐久市佐久平駅南１１－１０ 0267-65-8711

長野県 ウエルシア佐久中込店 385-0051 長野県佐久市中込４４７－５ 0267-64-6755

長野県 ウエルシア佐久市役所前店 385-0051 長野県佐久市中込３０１６－３ 0267-64-2550

長野県 ドラツグてらしま上田山口店 386-0001 長野県上田市上田山口１２２１－１ 0268-27-1188

長野県 イオンリテール株式会社イオン上田店 386-0018 長野県上田市常田２－１２－１８ 0268-29-8181

長野県 株式会社モリキアメリカンドラッグ杭瀬下店 387-0011 長野県更埴市杭瀬下６５ 026-261-3350

長野県 株式会社モリキアメリカンドラッグ千曲埴生店 387-0015 長野県千曲市鋳物師屋１３０－３ 026-261-3120

長野県 ウエルシア長野篠ノ井小森店 388-8003 長野県長野市篠ノ井小森４７７－１ 026-299-8251

長野県 ウエルシア長野篠ノ井布施高田店 388-8007 長野県長野市篠ノ井布施高田３２１－１ 026-299-7038

長野県 株式会社モリキアメリカンドラッグあぐり篠ノ井店 388-8011 長野県長野市篠ノ井布施五明６８２ 026-299-9200

長野県 株式会社モリキアメリカンドラッグ御代田店 389-0207 長野県北佐久郡御代田町馬瀬口１８６１－１ 0267-31-2631

長野県 ドラッグてらしま佐久インターウエーブ店 389-0209 長野県佐久市小田井６１３－１ 0267-65-8188

長野県 ウエルシア千曲内川店 389-0802 長野県千曲市内川６７７－１ 026-261-5530

長野県 イオンリテール株式会社イオンスタイル松本店 390-0811 長野県松本市中央４－９－５１ 0263-38-1900

長野県 とをしや薬局松本庄内店 390-0827 長野県松本市出川１－１４－１庄内ショッピングセンター内 0263-24-0601

長野県 イオンリテール株式会社イオン南松本店 390-0833 長野県松本市双葉５－２０ 0263-29-0011

長野県 ドラッグてらしま松本渚店 390-0841 長野県松本市渚１－７－１ 0263-24-1508

長野県 とをしや薬局松本高宮店 390-0842 長野県松本市征矢野２－１４－１１ 0263-24-2288

長野県 ウエルシア松本高宮西店 390-0844 長野県松本市高宮西３－３ 0263-26-2510

長野県 とをしや薬局島内店 390-0851 長野県松本市島内１８４０－７ 0263-40-1666

長野県 とをしや薬局蟻ケ崎店 390-0861 長野県松本市蟻ケ崎６－２３－５ 0263-38-3500

長野県 株式会社モリキアメリカンドラッグ梓川店 390-1701 長野県松本市梓川倭２４０３－１ 0263-78-0205

長野県 とをしや薬局梓川店 390-1701 長野県南安曇郡梓川村倭９１８ 0263-76-1082

長野県 ウエルシア薬局茅野本町店 391-0003 長野県茅野市本町西４６０４－１ 0266-82-8210

長野県 ウエルシア諏訪上川店 392-0021 長野県諏訪市上川３－２４５０－１ 0266-56-1016

長野県 ウエルシア岡谷長地店 394-0081 長野県岡谷市長地権現町１－１２４９－３ 0266-26-2510

長野県 株式会社モリキアメリカンドラッグ飯田インター店 395-0805 長野県飯田市鼎一色１４０－１ 0265-21-7520

長野県 イオンリテール株式会社イオン飯田アップルロード店 395-0805 長野県飯田市鼎一色４５６ 0265-22-5531

長野県 ウエルシア伊那上牧店 396-0006 長野県伊那市上牧６５９０ 0265-71-5067

長野県 ウエルシア伊那上新田店 396-0012 長野県伊那市上新田２０２１ 0265-71-6810

長野県 ウエルシア松本野溝木工店 399-0005 長野県松本市野溝木工１－１０－１５ 0263-29-3715

長野県 とをしや薬局平田店 399-0014 長野県松本市平田東２－１７－１３ 0263-59-5370

長野県 株式会社マツモトキヨシ甲信越販売ファミリードラッグ富士見店 399-0214 長野県諏訪郡富士見町落合１０７７８－９ 0266-61-2190

長野県 株式会社モリキアメリカンドラッグ伊那インター店 399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村三本木８３０４－２６５ 0265-71-6661

長野県 ウエルシア安曇野インター店 399-8203 長野県安曇野市豊科田沢６９５９－１ 0263-71-1512

長野県 ウエルシア安曇野豊科店 399-8205 長野県安曇野市豊科５４５３ 0263-71-6780

長野県 とをしや薬局豊科店 399-8205 長野県安曇野市豊科２６３７－４安曇野豊科ショッピングセンター内 0263-71-2811

長野県 とをしや薬局有明店 399-8301 長野県南安曇郡穂高町有明１００１１－１ 0263-83-7341

長野県 とをしや薬局矢原店 399-8303 長野県南安曇郡穂高町穂高７６９－２ 0263-81-0955

岐阜県 ウエルシア岐阜加納本石町店 500-8466 岐阜県岐阜市加納本石町１－１ 058-278-6250

岐阜県 株式会社オークワスーパーセンター岐阜美濃インター店 501-3753 岐阜県美濃市松森３２２－２ 0575-33-2895

岐阜県 イオンリテール株式会社イオン関店 501-3936 岐阜県関市倉知５１６ 0575-21-0120

岐阜県 イオンリテール株式会社イオン柳津店 501-6104 岐阜県岐阜市柳津町本郷４－１－１ 058-388-2221

岐阜県 マツモトキヨシカラフルタウン岐阜店 501-6115 岐阜県岐阜市柳津町丸野３－３－６カラフルタウン岐阜内 058-287-1212

岐阜県 イオンリテール株式会社イオン岐阜店 502-0882 岐阜県岐阜市正木中１－２－１ 058-294-1100

岐阜県 イオンリテール株式会社イオン大垣店 503-0933 岐阜県大垣市外野２－１００ 0584-87-1300

岐阜県 株式会社オークワスーパーセンター岐阜養老店 503-1274 岐阜県養老郡養老町瑞穂４１８－１ 0584-37-3030

岐阜県 イオンリテール株式会社Ｒ．Ｏ．Ｕ各務原店 504-0943 岐阜県各務原市那加萱場町３－８イオンモール各務原２Ｆ 058-380-5159

岐阜県 イオンリテール株式会社イオン各務原店 504-0943 岐阜県各務原市那加萱場町３－８ 058-375-3500

岐阜県 ウエルシア可児中恵土店 509-0202 岐阜県可児市中恵土２３８５－１ 0574-60-4711

岐阜県 株式会社オークワスーパーセンターオークワ可児御嵩インター店 509-0213 岐阜県可児市瀬田８７１－１ 0574-63-3050

岐阜県 株式会社オークワスーパーセンターテラスゲート土岐店 509-5127 岐阜県土岐市土岐ヶ丘４－５－１テラスゲート土岐内 0572-53-1115

岐阜県 中部薬品株式会社Ｖドラッグ瑞浪中央店 509-6100 岐阜県瑞浪市下益見区土地区画整理地事業内３２街区４ 0572-66-3825

岐阜県 株式会社オークワ瑞浪稲津店 509-6103 岐阜県瑞浪市稲津町小里１０９０－１ 0572-66-0070

岐阜県 中部薬品株式会社Ｖドラッグ恵那店 509-7200 岐阜県恵那市長島町大崎土地区画整理９街区７ 0573-20-0545

岐阜県 株式会社オークワスーパーセンター中津川店 509-9132 岐阜県中津川市茄子川１７０１－１ 0573-68-3300
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静岡県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ新沢田店 410-0003 静岡県沼津市新沢田町５－４３ 055-929-0889

静岡県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ沼津神田店 410-0042 静岡県沼津市神田町３－２１ 055-929-1189

静岡県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ沼津北高島町店 410-0054 静岡県沼津市北高島町８－６ 055-920-8889

静岡県 ウエルシア沼津静浦店 410-0105 静岡県沼津市馬込１－１ 055-934-8080

静岡県 ウエルシア沼津鳥谷店 410-0305 静岡県沼津市鳥谷６５－２ 055-969-2811

静岡県 株式会社ハックキミサワウイズ松長店 410-0874 静岡県沼津市松長１２－３ 0559-69-4489

静岡県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ長岡駅前店 410-2114 静岡県伊豆の国市南條４５３－１７ 055-940-0089

静岡県 株式会社ハックキミサワウイズ西伊豆店 410-3514 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科３２０ 0558-52-2289

静岡県 株式会社ハックキミサワウイズ壱町田店 411-0025 静岡県三島市壱町田２３１－１ 055-988-3122

静岡県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ三島谷田店 411-0801 静岡県三島市谷田２９－１ 055-991-5089

静岡県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ三島松本店 411-0822 静岡県三島市松本２７３－１ 0559-84-4489

静岡県 株式会社ハックキミサワハックドラッグサントムーン店 411-0902 静岡県駿東郡清水町玉川６１－２ 055-981-8900

静岡県 アリオスウィンダーランド清水町店 411-0903 静岡県駿東郡清水町堂庭２０９－２ 055-991-2988

静岡県 ウエルシア清水町徳倉店 411-0917 静岡県駿東郡清水町徳倉１５３０－１ 055-935-6500

静岡県 高田薬局ウインダーランド納米里店 411-0933 静岡県駿東郡長泉町納米里７３－１５ 055-980-5711

静岡県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ中土狩店 411-0942 静岡県駿東郡長泉町中土狩３４８－１ 055-980-6889

静岡県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ東田中店 412-0026 静岡県御殿場市東田中２－１４－３ 0550-83-2477

静岡県 株式会社ハツクキミサワハックドラッグ熱海中央店 413-0015 静岡県熱海市中央町８５８－１ 0557-86-5089

静岡県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ河津店 413-0513 静岡県賀茂郡河津町浜９３－５ 0558-34-1589

静岡県 株式会社ハックキミサワウイズ五味島店 416-0951 静岡県富士市米之宮町２４０ 0545-60-5120

静岡県 株式会社クリエイトエス・ディー富士木の宮店 417-0001 静岡県富士市今泉２８６２－１ 0545-22-4401

静岡県 株式会社ハックキミサワウイズ木の宮店 417-0001 静岡県富士市今泉字丸山３２２１ 0545-22-0755

静岡県 株式会社ハックキミサワウイズ今泉店 417-0001 静岡県富士市今泉３－５－１ 0545-53-1515

静岡県 ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ富士吉原店 417-0071 静岡県富士市国久保２－１－１０ 0545-51-2711

静岡県 ウエルシア富士富士岡店 417-0841 静岡県富士市富士岡４６６－９ 0545-39-1505

静岡県 高田薬局ウインダーランド広見店 417-0862 静岡県富士市石坂４５９－１ 0545-23-3511

静岡県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ富士宮万野原店 418-0001 静岡県富士宮市万野原新田４１５３－１ 054-421-0089

静岡県 高田薬局ウインダーランド富士宮小泉店 418-0022 静岡県富士宮市小泉代官屋敷２１６０－１ 0544-28-5688

静岡県 イオンリテール株式会社イオン富士宮店 418-0032 静岡県富士宮市浅間町１－８ 0544-25-5310

静岡県 ウエルシア函南平井店 419-0107 静岡県田方郡函南町平井８３２－１８４ 055-970-3100

静岡県 高田薬局ウインダーランドセノバ店 420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠１－１－１新静岡セノバＢ１Ｆ 054-653-5888

静岡県 ウエルシア静岡上足洗店 420-0841 静岡県静岡市葵区上足洗３－１３－３０ 054-200-7700

静岡県 ウエルシア静岡昭府店 420-0871 静岡県静岡市葵区昭府１－２－３７ 054-205-6633

静岡県 高田薬局ウインダーランド丸子店 421-0106 静岡県静岡市駿河区北丸子１－５－５ 054-268-3322

静岡県 ウエルシアグランリバー焼津大井川店 421-0218 静岡県焼津市下江留１４４４－１ 054-664-0850

静岡県 高田薬局ウィンダーランド新榛原店 421-0421 静岡県牧之原市細江４５６１－１ 0548-22-7884

静岡県 高田薬局ウインダーランド岩淵店 421-3305 静岡県富士市岩渕７７７－２ 0545-56-2177

静岡県 高田薬局ウインダーランド池田店 422-8005 静岡県静岡市駿河区池田１６－５ 054-655-1101

静岡県 高田薬局ウインダーランド新高松店 422-8035 静岡県静岡市駿河区宮竹１－５－３５ 054-236-1771

静岡県 高田薬局ウインダーランド中田店 422-8041 静岡県静岡市駿河区中田２－１０－３ 054-202-9588

静岡県 高田薬局ウィンダーランド長崎店 424-0065 静岡県静岡市清水区長崎３８２ 054-349-7188

静岡県 イオンリテール株式会社イオン清水店 424-0871 静岡県静岡市清水区上原１－６－１６ 054-344-2500

静岡県 高田薬局ウインダーランド下清水店 424-0939 静岡県静岡市清水区下清水町５－３０ 054-355-1002

静岡県 イオンリテール株式会社イオン焼津店 425-0045 静岡県焼津市祢宜島５５５ 054-656-2300

静岡県 高田薬局ウインダーランド三ケ名店 425-0071 静岡県焼津市三ケ名７９４ 054-620-7038

静岡県 高田薬局ウィンダーランド田中店 426-0012 静岡県藤枝市田中２－１４－１７ 054-647-2588

静岡県 高田薬局ウィンダーランド青葉町店 426-0066 静岡県藤枝市青葉町１－２－２５ 054-673-3887

静岡県 株式会社ドン・キホーテ藤枝店 426-0074 静岡県藤枝市水上２１０－９５ 054-645-6111

静岡県 高田薬局ウィンダーランド薮田店 426-0201 静岡県藤枝市下薮田６３－１ 054-648-1111

静岡県 高田薬局ウィンダーランド道悦店 427-0019 静岡県島田市道悦１－１３－２５ 0547-33-1828

静岡県 高田薬局ウィンダーランド新島田店 427-0046 静岡県島田市若松町２７２７－１ 0547-33-1880

静岡県 高田薬局ウエルシア島田御仮屋店 427-0053 静岡県島田市御仮屋町９５３０ 0547-33-1131

静岡県 マツモトキヨシ浜松有楽街店 430-0933 静岡県浜松市中区鍛冶町３１９－１８ 053-458-2228

静岡県 高田薬局ウインダーランド新居町店 431-0302 静岡県湖西市新居町新居字向島３３８０－７０ 053-595-0611

静岡県 イオンリテール株式会社イオン浜松西店 432-8061 静岡県浜松市西区入野町６２４４－１ 053-449-2611

静岡県 イオンリテール株式会社イオン浜松志都呂店 432-8066 静岡県浜松市西区志都呂町５６０５ 053-415-1100

静岡県 高田薬局ウィンダーランド三方原店 433-8105 静岡県浜松市三方原町３８７－１ 053-437-8658

静岡県 Ｃｒｅｍｏ浜松プラザフレスポ店 435-0048 静岡県浜松市東区上西町１０２０－３３浜松プラザフレスポ２Ｆ 053-467-6511

静岡県 イオンリテール株式会社イオン浜松市野店 435-0052 静岡県浜松市東区天王町諏訪１９８１－３ 053-468-1600

静岡県 高田薬局ウインダーランド葛川店 436-0074 静岡県掛川市葛川１０９６－１ 0537-62-1280

静岡県 スーパーセンターオークワ掛川店 436-0222 静岡県掛川市下垂木１８７４－２ 0537-23-0011

静岡県 イオンリテール株式会社イオン袋井店 437-0125 静岡県袋井市上山梨４－１－１ 0538-30-1111

静岡県 ウエルシア菊川赤土店 437-1507 静岡県菊川市赤土１０８８ 0537-63-1377

静岡県 ウエルシア御前崎池新田店 437-1612 静岡県御前崎市池新田２４２０－１ 0537-85-7511

静岡県 ウエルシア御前崎白羽店 437-1622 静岡県御前崎市白羽５２６６－１ 0548-63-0011

静岡県 高田薬局ウインダーランド岩井店 438-0016 静岡県磐田市岩井２３３３－３ 0538-39-1311

静岡県 ウエルシア磐田白羽店 438-0235 静岡県磐田市白羽３７０－１ 0538-67-1198

静岡県 高田薬局ウィンダーランド菊川店 439-0031 静岡県菊川市加茂２５５５ 0537-36-3848

愛知県 高田薬局ウインダーランド平川本町店 440-0038 愛知県豊橋市平川本町１－１２－２ 0532-69-3988

愛知県 高田薬局ウインダーランド東森岡店 441-1113 愛知県豊橋市東森岡１－１１－１６ 0532-87-0881

愛知県 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ豊橋店 441-8061 愛知県豊橋市藤沢町１４１ 0532-38-9211

愛知県 ウエルシア豊橋牟呂店 441-8087 愛知県豊橋市牟呂町字大塚５６－１ 0532-29-9010

愛知県 イオンリテール株式会社イオン豊橋南店 441-8124 愛知県豊橋市野依町落合１－１２ 0532-29-3111

愛知県 高田薬局ウインダーランド曙町店 441-8151 愛知県豊橋市曙町南松原１３－１ 0532-38-8088

愛知県 高田薬局ウインダーランド豊川駅東口店 442-0033 愛知県豊川市豊川町波通３４－４ 0533-80-2588

愛知県 イオンリテール株式会社イオン豊川店 442-0048 愛知県豊川市開運通２－３１ 0533-89-6131

愛知県 株式会社スギ薬局クロスモール豊川店 442-0823 愛知県豊川市正岡町胡麻田７２２クロスモール豊川内 0533-65-9030

愛知県 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテクラスポ蒲郡店 443-0037 愛知県蒲郡市鹿島町浅井新田１－２６クラスポ蒲郡内 0533-66-3811

愛知県 ウエルシア蒲郡竹谷町店 443-0046 愛知県蒲郡市竹谷町江尻２６－２ 0533-66-6615

愛知県 ウエルシアイオンタウン岡崎美合店 444-0802 愛知県岡崎市美合町字つむぎ南１－１イオンタウン岡崎美合内 0564-72-6111

愛知県 ウエルシア岡崎上地店 444-0823 愛知県岡崎市上地３－８－１１ 0564-72-7075
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愛知県 イオンリテール株式会社イオン岡崎南店 444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字ばら山１－１ 0564-57-2211

愛知県 株式会社スギ薬局高浜店 444-1305 愛知県高浜市神明町１－６－１１ 0566-54-4531

愛知県 高田薬局ウエルシア安城東栄町店 446-0007 愛知県安城市東栄町６－２２－１５ 0566-96-4161

愛知県 株式会社スギ薬局大浜店 447-0851 愛知県碧南市羽根町３－７－１ 0566-43-3071

愛知県 スギドラッグ新富店 448-0045 愛知県刈谷市新富町４－８１０ 0566-91-0305

愛知県 スギドラッグ名駅北店 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅２－４５－１４－１Ｆ 052-414-5322

愛知県 株式会社スギ薬局名駅桜通店 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅３－２２－８－１Ｆ 052-433-1095

愛知県 スギドラッグ名鉄名古屋店 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅１－２－１名鉄百貨店本店本館１Ｆ 052-485-9036

愛知県 株式会社マツモトキヨシ名古屋名西店 451-0064 愛知県名古屋市西区名西２－３３－８ 052-521-0122

愛知県 イオンリテール株式会社イオンワンダーシティ店 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町４０ 052-506-5600

愛知県 株式会社バロー中川戸田店 454-0961 愛知県名古屋市中川区富田町戸田名古屋市土地区画整理地内３４ 052-439-5330

愛知県 株式会社スギ薬局ららぽーと名古屋みなとアクルス店 455-0018 愛知県名古屋市港区港明２－３－２ららぽーと名古屋みなとアクルス１Ｆ 052-304-7255

愛知県 ドラッグストアーレモン木場店 455-0021 愛知県名古屋市港区木場町２－３８ 052-694-5221

愛知県 株式会社マツモトキヨシ名古屋木場店 455-0021 愛知県名古屋市港区木場町８－９２ 052-698-7656

愛知県 イオンリテール株式会社イオン名古屋茶屋店 455-0858 愛知県名古屋市港区西茶屋２－１１ 052-309-6450

愛知県 イオンリテール株式会社イオン南陽店 455-0873 愛知県名古屋市港区春田野１－３３０ 052-303-8200

愛知県 イオンリテール株式会社イオン熱田店 456-0023 愛知県名古屋市熱田区六野１－２－１１ 052-884-0300

愛知県 薬マツモトキヨシミュープラット神宮前店 456-0032 愛知県名古屋市熱田区三本松町１８－４ミュープラット神宮前２Ｆ 052-627-0670

愛知県 株式会社東海セイムスドラッグセイムス熱田千年店 456-0054 愛知県名古屋市熱田区千年１－１６－３０イオンタウン熱田千年１Ｆ 052-364-8571

愛知県 イオンリテール株式会社イオン新瑞橋店 457-0012 愛知県名古屋市南区菊住１－７－１０ 052-857-3100

愛知県 ウエルシア薬局名古屋左京山店 458-0039 愛知県名古屋市緑区四本木５３０ 052-629-5107

愛知県 株式会社マツモトキヨシヒルズウォーク徳重店 458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町１８－４４ 052-879-6880

愛知県 イオンリテール株式会社イオン大高店 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字奥平子１－１ 052-626-2600

愛知県 スギドラッグビーノ栄店 460-0003 愛知県名古屋市中区錦３－２４－１７ＢＩＮＯ栄Ｂ２Ｆ 052-684-6412

愛知県 株式会社コクミン栄町店 460-0003 愛知県名古屋市中区錦３－１５－１３セントラルパークヒガシドオリ 052-951-0010

愛知県 株式会社スギ薬局伏見店 460-0003 愛知県名古屋市中区錦２－１９－２５ 052-220-1700

愛知県 Ｖ・ｄｒｕｇ広小路栄店 460-0003 愛知県名古屋市中区錦３－２２－２０ 052-211-7705

愛知県 スギドラッグ名古屋ゼロゲート店 460-0008 愛知県名古屋市中区栄３－２８－１１名古屋ゼロゲート１Ｆ 052-211-8440

愛知県 株式会社スギ薬局東新町店 460-0008 愛知県名古屋市中区栄４－６－１５ 052-249-3511

愛知県 Ｖ・ｄｒｕｇ大須店 460-0011 愛知県名古屋市中区大須２－１６－２８ 052-228-9705

愛知県 株式会社スギ薬局大須店 460-0011 愛知県名古屋市中区大須３－３３－８ 052-238-0391

愛知県 ウエルシア名古屋代官町店 461-0002 愛知県名古屋市東区代官町３８－１ 052-930-5280

愛知県 イオンリテール株式会社イオン名古屋ドーム前店 461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南４－１０２－３ 052-725-6700

愛知県 株式会社ドン・キホーテ名古屋本店 462-0018 愛知県名古屋市北区玄馬町２３４－１ 052-909-6511

愛知県 ウエルシア名古屋丸新町店 462-0063 愛知県名古屋市北区丸新町３１ 052-909-5506

愛知県 イオンリテール株式会社イオン守山店 463-0812 愛知県名古屋市守山区笹ヶ根３－１２２８ 052-739-0111

愛知県 ウエルシア名古屋萱場店 464-0086 愛知県名古屋市千種区萱場２－５－１９ 052-719-0750

愛知県 マツモトキヨシパレマルシェ池下店 464-0841 愛知県名古屋市千種区覚王山通８－７０－１サンクレア池下１Ｆ 052-757-3239

愛知県 イオン今池店 464-0850 愛知県名古屋市千種区今池５－１３－２６ 052-732-2171

愛知県 イオンメイトピア店 465-0081 愛知県名古屋市名東区高間町５０１－１ 052-704-1147

愛知県 イオンリテール株式会社イオン八事店 466-0834 愛知県名古屋市昭和区広路町字石坂２－１ 052-836-7000

愛知県 イオンリテール株式会社イオン三好店 470-0224 愛知県みよし市三好町青木９１ 0561-33-3000

愛知県 ウエルシアみよし蜂ヶ池店 470-0224 愛知県みよし市三好町蜂ヶ池２９－９１ 0561-33-1505

愛知県 イオンリテール株式会社イオン東浦店 470-2102 愛知県知多郡東浦町緒川申新田弐区６７－８ 0562-82-2800

愛知県 ウエルシア知多武豊駅東口店 470-2347 愛知県知多郡武豊町道崎４８－３ 0569-74-3260

愛知県 イオンリテール株式会社イオン高橋店 471-0014 愛知県豊田市東山町１－５－１ 0565-88-6511

愛知県 マツモトキヨシクロスモール豊田陣中店 471-0079 愛知県豊田市陣中町１－２６－８クロスモール豊田陣中２Ｆ 0565-37-1505

愛知県 ウエルシア豊田緑ケ丘店 471-0838 愛知県豊田市緑ケ丘５－１６－１ 0565-74-1501

愛知県 イオンリテール株式会社イオンスタイル豊田店 471-0864 愛知県豊田市広路町１－１ 0565-37-9200

愛知県 ウエルシア東海荒尾店 476-0003 愛知県東海市荒尾町丸根１－２２－２Ｆ 052-689-3025

愛知県 イオンリテール株式会社イオン扶桑店 480-0105 愛知県丹羽郡扶桑町南山名字高塚５－１ 0587-91-3200

愛知県 イオンリテール株式会社イオンスタイル長久手店 480-1100 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地内５－１０－１１ 0561-61-5501

愛知県 株式会社ドン・キホーテ楽市街道名古屋店 481-0045 愛知県西春日井郡西春町中之郷字明神４５－１ 0568-26-4801

愛知県 イオンリテール株式会社イオン小牧店 485-0831 愛知県小牧市東１－１２６ 0568-74-2311

愛知県 ウエルシア春日井篠木店 486-0852 愛知県春日井市下市場町３－７－２ 0568-87-3550

愛知県 イオンリテール株式会社イオン春日井店 486-0927 愛知県春日井市柏井町４－１７ 0568-57-1717

愛知県 ウエルシア瀬戸原山町店 489-0889 愛知県瀬戸市原山町２５９－１ 0561-97-1811

愛知県 イオンリテール株式会社イオン瀬戸みずの店 489-0909 愛知県瀬戸市みずの坂２－２５３ 0561-86-8311

愛知県 イオンリテール株式会社イオン木曽川店 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツケ池２５－１ 0586-84-4333

三重県 株式会社ドン・キホーテ鈴鹿店 510-0256 三重県鈴鹿市磯山４－６－１８ 059-380-1311

三重県 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ四日市店 510-0943 三重県四日市市西日野町１６０８－１ 059-320-2411

三重県 イオンリテール株式会社イオン四日市北店 510-8016 三重県四日市市富州原町２－４０ 059-361-6000

三重県 株式会社オークワスーパーセンターみえ朝日インター店 510-8105 三重県三重郡朝日町向陽台３－２－１ 059-376-2032

三重県 株式会社森山薬局ドラッグセイムスいなべ店 511-0217 三重県いなべ市員弁町大泉新田字野溜４４－１ 0594-84-0033

三重県 イオンリテール株式会社イオン東員店 511-0255 三重県員弁郡東員町長深５１０－１ 0594-86-1200

三重県 株式会社オークワスーパーセンターいなべ店 511-0264 三重県いなべ市大安町石榑東１９２８－１ 0594-78-4130

三重県 イオンリテール株式会社イオン大安店 511-0272 三重県いなべ市大安町高柳１９４５ 0594-88-0111

三重県 イオンリテール株式会社イオン桑名店 511-0863 三重県桑名市新西方１－２２ 0594-24-5555

三重県 イオンリテール株式会社イオン鈴鹿ベルシティ店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山４－１－２ 059-375-0777

三重県 イオンリテール株式会社イオン津店 514-0003 三重県津市桜橋３－４４６ 059-226-3226

三重県 イオンリテール株式会社イオンスタイル津南店 514-0817 三重県津市高茶屋小森町１４５ 059-238-5200

三重県 イオンリテール株式会社イオン久居店 514-1101 三重県津市久居明神町風早２６６０ 059-255-1811

三重県 株式会社森山薬局久保店 515-0033 三重県松阪市垣鼻町上徳和１４６１－２ 0598-60-0515

三重県 株式会社森山薬局学園前店 515-0044 三重県松阪市久保町１４５６－４ 0598-60-1317

三重県 株式会社森山薬局櫛田店 515-0205 三重県松阪市豊原町１１７２－１ 0598-28-7625

三重県 イオンリテール株式会社イオン明和店 515-0348 三重県多気郡明和町中村１２２３ 0596-55-6200

三重県 ウエルシア松阪中道町店 515-2115 三重県松阪市中道町４８５ 0598-56-9580

三重県 ウエルシア津一志店 515-2503 三重県津市一志町日置７－１ 059-295-0980

三重県 株式会社森山薬局一志店 515-2516 三重県一志郡一志町田尻字河田６１２－４ 059-295-3456

三重県 イオンリテール株式会社イオン伊勢店 516-0014 三重県伊勢市楠部町乙１６０－２ 0596-26-1500

三重県 ウエルシア伊勢宮町店 516-0805 三重県伊勢市御薗町高向９８５－１ 0596-20-1277
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三重県 イオンリテール株式会社イオン阿児店 517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方３２１５ 0599-43-9111

三重県 株式会社東海セイムスドラッグモリヤマ志摩可児店 517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方４９３７ 0599-44-6000

三重県 株式会社オークワスーパーセンターオークワサウス亀山店 519-0132 三重県亀山市菅内町１３６９－１ 0595-83-0751

三重県 ウエルシア亀山川崎店 519-0211 三重県亀山市川崎町４７４５－１ 0595-85-8011

三重県 株式会社東海セイムスドラッグセイムス玉城世古店 519-0401 三重県度会郡玉城町世古４３１－８ 0596-63-5506

三重県 スーパードラッグイレブン伊勢小俣店 519-0503 三重県伊勢市小俣町元町４１６ 0596-20-5770

三重県 ウエルシア伊勢二見店 519-0604 三重県伊勢市二見町山田原４１ 0596-44-2012

三重県 株式会社森山薬局ドラッグモリヤマ末広店 519-3651 三重県尾鷲市末広町１０３７－１ 0597-25-0300

三重県 イオンリテール株式会社イオン尾鷲店 519-3658 三重県尾鷲市倉ノ谷町２－１７ 0597-22-9111

滋賀県 イオンリテール株式会社イオン西大津店 520-0025 滋賀県大津市皇子が丘３－１１－１ 077-528-5700

滋賀県 エピソード石山店 520-0832 滋賀県大津市粟津町３－１ＪＲ石山駅構内 077-534-1868

滋賀県 ウエルシア野洲小篠原店 520-2331 滋賀県野洲市小篠原１６１１－１ 077-518-0063

滋賀県 パル栗東店　アルカドラッグ 520-3015 滋賀県栗東市安養寺２－５－２ 077-552-8705

滋賀県 スーパードラッグイレブン栗東手原店 520-3047 滋賀県栗東市手原１－９－１７ 077-554-9494

滋賀県 ウエルシア近江八幡多賀町店 523-0821 滋賀県近江八幡市多賀町４６０ 0748-31-2750

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 イオンリテール株式会社イオン近江八幡店 523-0898 滋賀県近江八幡市鷹飼町南３－７ 0748-38-0330

滋賀県 ウエルシア滋賀守山店 524-0022 滋賀県守山市守山６－１０－３７ 077-514-0620

滋賀県 スギドラッグエイスクエア店 525-0025 滋賀県草津市西渋川１－２３－３エイスクエアＳＡＲＡ東館１Ｆ 077-598-0913

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 イオンリテール株式会社イオン長浜店 526-0847 滋賀県長浜市山階町２７１－１ 0749-68-5500

滋賀県 ウエルシア東近江八日市店 527-0015 滋賀県東近江市中野町２６９ 0748-20-3177

滋賀県 ウエルシア甲賀水口貴生川店 528-0049 滋賀県甲賀市水口町貴生川２－６２ 0748-65-3557

京都府 株式会社コクミンフレンチ京都駅ポルタ店 600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町１京都駅前地下街ポルタ１３２号 075-343-3372

京都府 コクミンドラッグ京都ザキューブ店 600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町９０１ＴｈｅＣＵＢＥ－Ｂ１Ｆ 075-365-8692

京都府 シミズ薬品株式会社ダックスマツモト五条店 600-8812 京都府京都市下京区中堂寺北町７０ 075-813-3222

京都府 イオンリテール株式会社イオン京都桂川店 601-8211 京都府京都市南区久世高田町３７６－１ 075-925-3100

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 ダックス京都吉祥院前田店 601-8341 京都府京都市南区吉祥院前田町１５ 075-606-2535

京都府 株式会社コクミン三条店 604-8004 京都府京都市中京区三条通河原町東入ル中島町７９ 075-213-8870

京都府 株式会社スギ薬局四条河原町店 604-8027 京都府京都市中京区河原町通蛸薬師下る塩屋町３４３－１ 075-708-7441

京都府 株式会社コクミンドラッグストアシルク松井山手店 610-0356 京都府京田辺市山手中央２－２京阪フォレスト松井山手店内 0774-68-1822

京都府 シミズ薬品株式会社ダックス小倉西店 611-0043 京都府宇治市伊勢田町砂田１０５ 0774-28-3166

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 イオンリテール株式会社イオン京都五条店 615-0035 京都府京都市右京区西院追分町２５－１ 075-322-2300

京都府 イオンリテール株式会社イオン京都西店 615-0072 京都府京都市右京区山ノ内池尻町１－１ 075-311-3881

京都府 シミズ薬品株式会社ダックス上野橋店 615-8005 京都府京都市西京区桂上野南町６－１８ 075-382-3086

京都府 イオンリテール株式会社イオン高の原店 619-0223 京都府木津川市相楽台１－１－１ 0774-75-1700

京都府 ウエルシア相楽精華台店 619-0238 京都府相楽郡精華町精華台３－１２－３ 0774-95-9090

京都府 イオンリテール株式会社イオン福知山店 620-0922 京都府福知山市岩井７９－８ 0773-25-3400

京都府 シミズ薬品株式会社ダックス園部店 622-0012 京都府船井郡園部町内林町字下荒代３１－１－１３ 0771-68-3000

大阪府 株式会社コクミンシティドラッグ第一ビル店 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１－３－１駅前第一ビルＢ２ 06-4798-7411

大阪府 エピソード大阪店 530-0001 大阪府大阪市北区梅田３－１－１ＪＲ大阪駅イーストコードミドー内 < NULL >

大阪府 ドラッグスギ北新地店 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１－１２－８－１Ｆ 06-6467-8662

大阪府 株式会社コクミン堂島フレンチ店 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１堂島地下街６号 06-6344-4595

大阪府 株式会社ヨドバシカメラマルチメディア梅田店 530-0011 大阪府大阪市北区大深町１－１ 06-4802-1010

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

大阪府 株式会社スギ薬局梅田店 530-0012 大阪府大阪市北区芝田１－１－２３ 06-6376-5601

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 株式会社ロフト梅田店 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町１６－７ 06-6359-0111

大阪府 スギドラッグ堂山店 530-0027 大阪府大阪市北区堂山町７－１３ 06-6467-4552

大阪府 ウエルシア淀川三国本町店 532-0005 大阪府大阪市淀川区三国本町２－１３－７３ 06-6396-8392

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 ドラッグセイムス都島毛馬店 534-0001 大阪府大阪市都島区毛馬町２－４－１２ 06-6210-7031

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 ウエルシア鶴見浜店 538-0035 大阪府大阪市鶴見区浜２－２－６６ 06-4257-3051

大阪府 イオンリテール株式会社イオン鶴見店 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見４－１７－１ 06-4257-3322

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 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 株式会社スギ薬局道頓堀東店 542-0071 大阪府大阪市中央区道頓堀１－２－１ 06-6484-2645

大阪府 コクミンドラッグ日本橋駅東改札前店 542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋１－５－１２ 06-6214-3593

大阪府 コクミンドラッグなんばＣＩＴＹ地下店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波５－１－６０なんばＣＩＴＹ－Ｂ２Ｆ 06-6644-2480

大阪府 株式会社コクミンナンバシティ２Ｆ店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波５丁目１－６０なんばシティ２Ｆ 06-6644-2647

大阪府 ＫｏＫｕＭｉＮ戎橋中央店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波１－４－１０－１Ｆ 06-6214-5932

大阪府 スギドラッグなんば御堂筋店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波２－１－２ 06-6563-7491

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 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 コクミンドラッグ心斎橋筋１丁目店 542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋１－５－１９ 06-4704-5930

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 株式会社ドン・キホーテ道頓堀御堂筋店 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋２－５－９ 06-6214-3211

大阪府 株式会社コクミン天王寺ミオ店 543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０－３９ 06-6770-1177

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 コクミンドラッグ近鉄あべのハルカス店 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３近鉄百貨店ウイング館内 06-6621-0593

大阪府 株式会社コクミン近鉄阿部野橋駅店 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３ 06-6624-5930

大阪府 イオンリテールストア株式会社イオン長吉店 547-0015 大阪府大阪市平野区長吉長原西１－１－１０ 06-6709-4741

大阪府 イオンリテール株式会社イオン喜連瓜破駅前店 547-0024 大阪府大阪市平野区瓜破２－１－１３ 06-6760-1777

大阪府 ウエルシア平野駅前店 547-0041 大阪府大阪市平野区平野北１－９－１８ 06-4303-9063

大阪府 株式会社オークワ和泉納花店 549-1116 大阪府和泉市納花町３１３ 0725-55-4018

大阪府 ホームセンターコーナン西本町店 550-0005 大阪府大阪市西区西本町２－２－１１ 06-6531-5760

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
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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 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 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ新世界店 556-0002 大阪府大阪市浪速区恵美須東３－４－３６ 06-6630-9511

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 株式会社コクミンドラッグストアシルク御崎店 559-0013 大阪府大阪市住之江区御崎８－２－２３ 06-6686-0469

大阪府 株式会社コクミンポートタウン店 559-0033 大阪府大阪市住之江区南港中２丁目１－１０９ポートタウンショッピングセンター 06-6613-1537

大阪府 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ阪急曽根店 561-0802 大阪府豊中市曽根東町１－８－５０ 06-6852-8611

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 カルフール箕面店 562-0034 大阪府箕面市西宿１－１５－３０ 072-726-0888

大阪府 イオンリテールストア株式会社イオン吹田店 564-0027 大阪府吹田市朝日町２－１０１ 06-6319-1147

大阪府 イオンリテール株式会社イオン北千里店 565-0874 大阪府吹田市古江台４－２－５０ 06-6835-5600

大阪府 ウエルシアイオンタウン茨木太田店 567-0014 大阪府茨木市城の前町２－１ 072-631-2057

大阪府 イオンリテール株式会社イオン茨木店 567-0033 大阪府茨木市松ケ本町８－３０－３ 072-645-3333

大阪府 株式会社コクミン新茨木店 567-0817 大阪府茨木市別院町３－３４ 0729-31-0817

大阪府 イオンリテール株式会社イオン新茨木店 567-0824 大阪府茨木市中津町１８－１ 072-632-5511

大阪府 ウエルシア高槻高西店 569-0061 大阪府高槻市高西町６－３ 072-676-8878

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 ウエルシア高槻上土室店 569-1044 大阪府高槻市上土室４－５－１６ 072-697-2261

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 イオンリテールストア株式会社イオン古川橋駅前店 571-0030 大阪府門真市末広町４１－２ 06-6906-7311

大阪府 株式会社コクミンドラッグストアシルク大和田店 571-0079 大阪府門真市野里町９－１８サンワビル第一 072-842-6593

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 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 株式会社コクミンドラッグストアシルク枚方駅前店 573-1191 大阪府枚方市新町１－２－３

大阪府 株式会社コクミン住道駅店 574-0026 大阪府大東市住道２－３－１ギャレカサレス住道内 072-806-8593

大阪府 Ｒ．Ｏ．Ｕ四條畷店 575-0001 大阪府四條畷市砂４－３－２イオンモール四條畷内 072-800-7345

大阪府 イオンリテール株式会社イオンスタイル四條畷店 575-0001 大阪府四條畷市砂４－３－２ 072-803-0200

大阪府 イオンリテール株式会社イオン布施駅前店 577-0056 大阪府東大阪市長堂１－８－３７ 06-6785-6555

大阪府 ウエルシア東大阪瓜生堂店 578-0946 大阪府東大阪市瓜生堂１－１０－５０ 072-960-3816

大阪府 イオンリテール株式会社イオン鴻池店 578-0972 大阪府東大阪市鴻池町１－１－７２ 06-6746-2221

大阪府 株式会社イレブン松原阿保店 580-0043 大阪府松原市阿保１２３－１ 072-294-6203

大阪府 ウエルシア八尾東久宝寺店 581-0002 大阪府八尾市東久宝寺３－１１－１４ 072-990-5810

大阪府 株式会社ビクトリーファミリコ八尾店 581-0036 大阪府八尾市沼４－１５３ 0729-48-8993

大阪府 ウエルシア八尾南木の本店 581-0042 大阪府八尾市南木の本２－１９－１ 072-990-3371

大阪府 ウエルシア八尾上尾店 581-0851 大阪府八尾市上尾町１－４－１ 072-928-6584

大阪府 ウエルシア藤井寺小山店 583-0033 大阪府藤井寺市小山５－２－９ 072-931-1682

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 イオンリテール株式会社イオン金剛東店 584-0082 大阪府富田林市向陽台３－１－１ 0721-28-1110

大阪府 株式会社オークワスーパーセンター河南店 585-0031 大阪府南河内郡河南町中４１５ 0721-93-4144

大阪府 スーパードラッグイレブン滝谷店 586-0001 大阪府河内長野市木戸町３－３０－１７ 0721-54-4833

大阪府 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ河内長野店 586-0022 大阪府河内長野市本多町５－２３ 0721-50-2266

大阪府 イオンリテールストア株式会社イオン金剛店 589-0011 大阪府大阪狭山市半田１－３５－１ 072-366-7811

大阪府 ホームセンターコーナン堺高須店 590-0003 大阪府堺市堺区高須町１－１－３８ 072-226-6057

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 ウエルシア堺泉田中店 590-0126 大阪府堺市南区泉田中１６４ 072-295-7855

大阪府 イオンリテール株式会社イオンりんくう泉南店 590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜３－１２ 072-480-6300

大阪府 イオンリテール株式会社イオンスタイル堺鉄砲町店 590-0905 大阪府堺市堺区鉄砲町１ 072-221-0006

大阪府 イオンリテール株式会社イオン堺北花田店 591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町４－１－１２ 072-257-6100

大阪府 イオンスタイル新金岡店 591-8021 大阪府堺市北区新金岡町４－１－１１イオンそよら新金岡内 072-240-2058

大阪府 株式会社イレブン中百舌鳥店 591-8032 大阪府堺市百舌鳥梅町１－７－１ 072-253-7040

大阪府 ウエルシア高石高師浜店 592-0004 大阪府高石市高師浜３－１－１５ 072-267-6909

大阪府 ウエルシア堺上野芝店 593-8303 大阪府堺市西区上野芝向ケ丘町６－６－４３ 072-278-3517

大阪府 ウエルシア堺山田店 593-8316 大阪府堺市西区山田１－１１５２ 072-260-3405

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 ウエルシア薬局和泉伯太店 594-0023 大阪府和泉市伯太町１－８－８ 0725-40-3091

大阪府 ウエルシア和泉和気店 594-0073 大阪府和泉市和気町２－１１－７ 0725-40-1301

大阪府 イオンリテール株式会社イオン和泉府中店 594-0076 大阪府和泉市肥子町２－２－１ 0725-41-1430

大阪府 株式会社イレブンＣＯＭＢＯＸ店 594-1101 大阪府和泉市室堂町８２４－３６ 072-557-7567

大阪府 株式会社イレブン和泉唐国店 594-1151 大阪府和泉市唐国町１－１６－６ 0725-92-5900

大阪府 ウエルシア和泉青葉台店 594-1153 大阪府和泉市青葉台３－３３－１１ 0725-50-6061

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 ウエルシア岸和田額原店 596-0822 大阪府岸和田市額原町５７２ 072-420-0220

大阪府 株式会社イレブン東岸和田店 596-0833 大阪府岸和田市神須屋町８２ 072-428-3447

大阪府 ウエルシア貝塚半田店 597-0033 大阪府貝塚市半田５４４ 072-428-1570

大阪府 ウエルシア貝塚清児店 597-0041 大阪府貝塚市清児５０４ 072-421-2015

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 イオンリテール株式会社イオン日根野店 598-0021 大阪府泉佐野市日根野２４９６－１ 072-468-1300

大阪府 株式会社オークワ尾崎店 599-0202 大阪府阪南市下出１６７－１ 0724-71-7000

大阪府 ウエルシア岬淡輪店 599-0301 大阪府泉南郡岬町淡輪２８１２－６ 072-488-3896

大阪府 ウエルシア堺深井水池店 599-8237 大阪府堺市中区深井水池町３０９４ 072-276-3751

兵庫県 アメリカンファーマシーＥＫＩＺＯ神戸三宮店 650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町４－２－１ＥＫＩＺＯ神戸三宮東館１Ｆ 078-945-7820

兵庫県 イオンリテール株式会社イオンスタイルｕｍｉｅ店 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町１－７－５ｕｍｉｅ内 078-360-3700

兵庫県 エピソード三ノ宮店 651-0097 兵庫県神戸市中央区布引町４－１－１ＪＲ三ノ宮駅構内 078-252-8601

兵庫県 ウエルシア神戸鈴蘭台北町店 651-1111 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町９－１－１ 078-596-5671

兵庫県 生活協同組合コープこうべデイズ神戸北町 651-1233 兵庫県神戸市北区日の峰２－７ 078-582-1900

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ北町店 651-1233 兵庫県神戸市北区日の峰２－３－３ 078-581-7588

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ藤原台北町店 651-1301 兵庫県神戸市北区藤原台北町６－２０－１ 078-981-3651

兵庫県 ウエルシア神戸西山店 651-1305 兵庫県神戸市北区西山１－１６－１ 078-950-2870

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ八多店 651-1351 兵庫県神戸市北区八多町中１３０－１ 078-950-1710

兵庫県 イオンリテール株式会社イオン神戸北店 651-1515 兵庫県神戸市北区上津台８－１－１ 078-983-3500
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兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ学園店 651-2103 兵庫県神戸市西区学園西町１丁目４キャンパススクウェア５１８号 078-793-5858

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ有瀬店 651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬５５２－１ 078-976-8676

兵庫県 ＴＡＫＩＹＡ伊川谷店 651-2117 兵庫県神戸市西区北別府５－１－３ 078-977-0350

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ伊川谷店 651-2124 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和６８０－１ 078-975-5555

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ西神南店 651-2242 兵庫県神戸市西区井吹台東町１丁目１西神セリオ内 078-997-1001

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ狩場店 651-2272 兵庫県神戸市西区狩場台３－９－１５ 078-996-3534

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ西神店 651-2273 兵庫県神戸市西区糀台５丁目２－３プレンティ専門店一番館１１０号 078-991-8686

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグピフレ新長田店 653-0038 兵庫県神戸市長田区若松町４－２－１５ 078-647-3151

兵庫県 株式会社ナガタ薬品新長田店 653-0038 兵庫県神戸市長田区若松町６－４－１６ 078-641-5261

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ西代店 653-0843 兵庫県神戸市長田区御屋敷通３－２－６ソレイユ西代 078-641-3003

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 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ多井畑店 654-0133 兵庫県神戸市須磨区多井畑字東山ノ上１１－１ 078-741-0300

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 イオンリテール株式会社イオン垂水店 655-0029 兵庫県神戸市垂水区天ノ下町１－１ 078-704-3800

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ星陵台店 655-0038 兵庫県神戸市垂水区星陵台４－４－３１ 078-784-2323

兵庫県 イオンリテール株式会社イオンジェームス山店 655-0873 兵庫県神戸市垂水区青山台７－７－１ 078-753-8666

兵庫県 イオンリテール株式会社イオン洲本店 656-0021 兵庫県洲本市塩屋１－１－８ 0799-23-2150

兵庫県 ウエルシア南あわじ広田店 656-0122 兵庫県南あわじ市広田広田５２５－１ 0799-45-2690

兵庫県 ウエルシア南あわじ上八木店 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上５４８－１ 0799-43-5021

兵庫県 マツモトキヨシグランド六甲店 657-0035 兵庫県神戸市灘区友田町５－２－１グランド六甲内 078-846-3033

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ神戸新在家店 657-0864 兵庫県神戸市灘区新在家南町４－１－３９－１Ｆ 078-806-7533

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ甲南山手店 658-0011 兵庫県神戸市東灘区森南町１－５ 078-436-1141

兵庫県 カルフール尼崎店 661-0965 兵庫県尼崎市次屋３－１３－１８ 06-4960-5010

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ尼崎猪名寺店 661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺３－５－１５－１Ｆ 06-6426-2220

兵庫県 イオンリテールストア株式会社イオン西宮店 663-8014 兵庫県西宮市林田町２－２４ 0798-64-2501

兵庫県 イオンリテールストア株式会社イオン甲子園店 663-8166 兵庫県西宮市甲子園高潮町３－３ 0798-45-0077

兵庫県 イオンリテール株式会社イオン伊丹昆陽店 664-0027 兵庫県伊丹市池尻４－１－１ 072-773-6900

兵庫県 イオンリテール株式会社イオン伊丹店 664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木１－１－１ 072-787-0500

兵庫県 ウエルシア宝塚山本店 665-0883 兵庫県宝塚市山本中２－１－２９ 0797-82-2600

兵庫県 イオンリテール株式会社イオンリカー＆ビューティ川西店 666-0015 兵庫県川西市小花１－６－１３ 072-755-2588

兵庫県 ウエルシア養父上箇店 667-0115 兵庫県養父市上箇６６ 079-664-2535

兵庫県 生活協同組合コープこうべデイズ豊岡 668-0023 兵庫県豊岡市加広町７－３２ 0796-23-5000

兵庫県 イオンリテール株式会社イオン三田ウッディタウン店 669-1321 兵庫県三田市けやき台１－６－２ 079-564-8800

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 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグフラワータウン店 669-1544 兵庫県三田市武庫が丘７－８－２ 079-562-8222

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ篠山店 669-2212 兵庫県篠山市大沢字大田ノ坪３６２－１ 079-590-1033

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ柏原店 669-3309 兵庫県氷上郡柏原町柏原１４４３ 0795-73-0850

兵庫県 マックスバリュ西日本株式会社ザ・ビッグエクストラ氷上店 669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生１７８３－６ 0795-88-6500

兵庫県 イオンリテール株式会社イオン和田山店 669-5215 兵庫県朝来市和田山町枚田岡７７４ 079-670-2600

兵庫県 イオンリテール株式会社イオン姫路店 670-0807 兵庫県姫路市増位本町２－１２－１０ 079-224-2121

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ東姫路店 670-0942 兵庫県姫路市日出町３－３８－１ 079-226-9055

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ姫路手柄店 670-0972 兵庫県姫路市手柄１５８－１ 079-222-8770

兵庫県 イオンリテール株式会社イオン姫路大津店 671-1146 兵庫県姫路市大津区大津町２－５ 079-230-6810

兵庫県 ドラックス熊見店 671-1211 兵庫県姫路市勝原区　熊見 ８８－１ 0792-36-6433

兵庫県 ウエルシア姫路網干店 671-1234 兵庫県姫路市網干区新在家１３６１－１ 079-271-3107

兵庫県 ウエルシアたつの御津店 671-1321 兵庫県たつの市御津町苅屋４３８－２ 079-322-8028

兵庫県 イオンリテール株式会社イオン山崎店 671-2545 兵庫県宍粟市山崎町中井字城下１０ 0790-63-0505

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ飾磨店 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島１２００ 079-234-0081

兵庫県 イオンリテール株式会社イオン姫路リバーシティ店 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江５２０ 079-231-2210

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ三木店 673-0434 兵庫県三木市別所町小林７２５－８ 0794-89-0035

兵庫県 ドラックス株式会社青山店 673-0521 兵庫県三木市志染町青山６丁目１５－１ 0794-87-1720

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ明石店 673-0886 兵庫県明石市東仲ノ町５－１８ 078-919-1588

兵庫県 ココシュカピオレ明石店 673-0891 兵庫県明石市大明石町１－１－２３ピオレ明石内 078-915-7059

兵庫県 イオンリテール株式会社イオン社店 673-1431 兵庫県加東市社１１２６－１ 0795-40-2300

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ大久保店 674-0051 兵庫県明石市大久保町大窪２６７７－４ 078-938-1050

兵庫県 イオンリテール株式会社イオン明石店 674-0068 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通３－３－１ 078-934-2881

兵庫県 イオンリテール株式会社イオン土山店 674-0074 兵庫県明石市魚住町清水２２０８－１ 078-942-0811

兵庫県 株式会社ナガタ薬品土山店 674-0074 兵庫県明石市魚住町清水２２４７－１０ 078-942-0586

兵庫県 株式会社ナガタ薬品二見店 674-0092 兵庫県明石市二見町東二見４２７ 078-943-2811

兵庫県 株式会社ドン・キホーテ加古川店 675-0012 兵庫県加古川市野口町野口大仏１２９－６２ 0794-56-2111

兵庫県 ウエルシア水足店 675-0019 兵庫県加古川市野口町水足３３３－３３ 079-421-4801

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ加古川南店 675-0038 兵庫県加古川市加古川町木村字加古田８３ 0794-22-8787

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ加古川西店 675-0045 兵庫県加古川市西神吉町岸１００－２ 0794-32-1010

兵庫県 イオンリテール株式会社イオン加古川店 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家６１５－１ 079-425-4121

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ東加古川店 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家９１－１ 0794-56-8977

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ稲美店 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡黒深１８２－１ 0794-96-6161

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ小野店 675-1371 兵庫県小野市黒川町１７６５ 0794-64-2686

兵庫県 イオンリテール株式会社イオン小野店 675-1378 兵庫県小野市王子町８６８－１ 079-463-5121

兵庫県 ウエルシア薬局加西北条店 675-2303 兵庫県加西市北条町古坂７－１６８ 0790-43-7227

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 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高砂店 676-0038 兵庫県高砂市高砂町栄町３７３－１サンモール高砂西館 0794-43-1512

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ曽根店 676-0082 兵庫県高砂市曽根町９５１－１ 0794-49-5580

兵庫県 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ西脇店 677-0017 兵庫県西脇市小坂町１７２－１ 0795-22-8877

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 株式会社ナガタ薬品アルカドラッグ福崎店 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原２９３８ 0790-22-1003

兵庫県 ウエルシアたつの神岡店 679-4109 兵庫県たつの市神岡町東觜崎５７８－１ 0791-64-7510

兵庫県 ウエルシアたつの日山店 679-4161 兵庫県たつの市龍野町日山４０－３ 0791-64-2036

奈良県 イオンリテール株式会社イオン登美ケ丘店 630-0115 奈良県生駒市鹿畑町３０２７ 0743-70-0001

奈良県 ウエルシア奈良法華寺店 630-8001 奈良県奈良市法華寺町８３－５ 0742-32-1625

奈良県 株式会社東海セイムスドラッグセイムス近鉄奈良店 630-8216 奈良県奈良市東向南町２３－１コトモール１Ｆ 0742-20-0778
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奈良県 ウエルシア奈良南肘塚店 630-8304 奈良県奈良市南肘塚町２５３ 0742-25-5160

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 イオンリテール株式会社イオン奈良店 631-0821 奈良県奈良市西大寺東町２－４－１ 0742-33-7001

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 イオンリテール株式会社イオン桜井店 633-0061 奈良県桜井市上之庄２７８－１ 0744-44-1000

奈良県 株式会社オークワスーパーセンター桜井店 633-0062 奈良県桜井市粟殿７０ 0744-49-2070

奈良県 イオンリテール株式会社イオン橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町７－２０－１ 074-425-8700

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 株式会社オークワスーパーセンター田原本インター店 636-0304 奈良県磯城郡田原本町十六面７１－１ 0744-34-5160

奈良県 ドラックスガルドドラッグ大和郡山店 639-1042 奈良県大和郡山市小泉町２８４９－１ 0743-54-1401

奈良県 イオンリテール株式会社イオン大和郡山店 639-1101 奈良県大和郡山市下三橋町７４１ 0743-54-7111

奈良県 株式会社オークワ御所店 639-2277 奈良県御所市室１１８５－２ 0745-64-3310

和歌山県 ウエルシア和歌山有本店 640-8390 和歌山県和歌山市有本１０２－７ 073-475-8251

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 株式会社オークワスーパーセンター海南店 642-0031 和歌山県海南市築地１－１ 073-483-5525

和歌山県 株式会社オークワ吉備店 643-0032 和歌山県有田郡吉備町天満池ノ内４０７－１ 0737-52-8800

和歌山県 スーパードラッグキリン国道店 644-0002 和歌山県御坊市薗３８－１ 073-832-0117

和歌山県 スーパードラッグキリン万呂店 646-0003 和歌山県田辺市中万呂天王代１０８－１ 0739-81-3366

和歌山県 株式会社東海セイムススーパードラッグキリン田辺東山店 646-0022 和歌山県田辺市東山２－２７－１７ 0739-34-2770

和歌山県 株式会社森山薬局新宮店 647-0025 和歌山県新宮市あけぼの２－２０ 0735-28-1166

和歌山県 株式会社森山薬局新宮緑ケ丘店 647-0043 和歌山県新宮市緑ケ丘１－１０－６３ 0735-28-5200

和歌山県 株式会社イトー 647-0051 和歌山県新宮市岩館２－３０ 0735-21-1258

和歌山県 イオンリテール株式会社イオン新宮店 647-0052 和歌山県新宮市橋本２－１４－２３ 0735-28-3111

和歌山県 株式会社オークワスーパーセンター橋本店 648-0062 和歌山県橋本市妻２－２－２５ 0736-32-5051

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 株式会社東海セイムススーパードラッグキリン上富田店 649-2105 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来５４１－２ 0739-34-2660

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 株式会社森山薬局那智勝浦店 649-5332 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町朝日１－２２１ 0735-52-9599

和歌山県 スーパードラッグキリン西野店 649-6235 和歌山県岩出市西野２５ 0736-69-0240

鳥取県 イオンリテール株式会社イオン鳥取店 680-0847 鳥取県鳥取市天神町１ 0857-21-2555

鳥取県 イオンリテール株式会社イオン日吉津店 689-3553 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津１１６０－１ 0859-37-0500

島根県 イオンリテール株式会社イオン松江店 690-0001 島根県松江市東朝日町１５１ 0852-32-2121

島根県 イオンリテール株式会社イオンスタイル出雲店 693-0004 島根県出雲市渡橋町１０６６ 0853-24-8200

島根県 株式会社イズミゆめタウン出雲店 693-0063 島根県出雲市大塚町６５０－１ 0853-24-0080

島根県 イオンリテール株式会社イオン大田店 694-0044 島根県大田市長久町土江９７ 0854-84-0100

島根県 株式会社イズミゆめタウン浜田店 697-0052 島根県浜田市港町２２７－１ 0855-23-7700

岡山県 イオンスタイル岡山青江店 700-0941 岡山県岡山市北区青江２－７－１１ 086-223-0551

岡山県 イオンリテール株式会社イオン岡山店 700-0941 岡山県岡山市北区青江２－７－１ 086-226-2001

岡山県 ウエルシア岡山東島田店 700-0983 岡山県岡山市北区東島田町２－４－１６ 086-227-7500

岡山県 株式会社ミスターマックス岡山西店 701-0144 岡山県岡山市北区久米３１０－１ 086-242-1500

岡山県 イオンリテール株式会社イオン津山店 708-0842 岡山県津山市河辺１０００－１ 0868-21-7200

岡山県 株式会社中四国セイムスドラッグセイムス茶屋町店 709-1121 岡山県倉敷市茶屋町４６１－２ 086-429-3122

岡山県 イオンリテール株式会社イオン倉敷店 710-0802 岡山県倉敷市水江１ 086-430-5000

岡山県 株式会社西日本セイムスドラッグセイムス倉敷田ノ上店 710-0831 岡山県倉敷市田ノ上１０１５－３ 086-435-5070

広島県 ウエルシア福山南蔵王店 721-0973 広島県福山市南蔵王町６－２０－２０ 084-940-1075

広島県 イオンスタイル尾道店 722-0038 広島県尾道市天満町１７－５０ 0848-21-3800

広島県 株式会社イズミゆめタウン黒瀬店 724-0613 広島県賀茂郡黒瀬町楢原１００－１ 0823-82-5511

広島県 マックスバリュ西日本株式会社ザ・ビッグ庄原店 727-0014 広島県庄原市板橋町字宮之脇１５０－１ 08247-2-3331

広島県 イオンリテール株式会社イオン広島祇園店 731-0138 広島県広島市安佐南区祇園３－２－１ 082-846-1000

広島県 マックスバリュ西日本株式会社ザ・ビッグ五日市店 731-5116 広島県広島市佐伯区八幡２－２４－３２ 0829-28-5151

広島県 株式会社イズミ五日市店 731-5127 広島県広島市佐伯区五日市５丁目５－１７ 0829-23-5123

広島県 マックスバリュ西日本株式会社ザ・ビッグ戸坂店 732-0004 広島県広島市東区戸坂山崎町８－１３ 082-229-5555

広島県 イオンリテール株式会社イオン宇品店 734-0003 広島県広島市南区宇品東６－１－１５ 082-250-8100

広島県 株式会社イズミゆめタウン広島店 734-0007 広島県広島市南区皆実町２－２２４－７ 082-252-8000

広島県 ホームセンターコーナン宇品店 734-0014 広島県広島市南区宇品西６－５－３ 082-250-6030

広島県 株式会社イズミゆめタウンみゆき店 734-0014 広島県広島市南区宇品西６－７－１４ 082-255-6000

広島県 イオンリテール株式会社イオンみゆき店 734-0015 広島県広島市南区宇品御幸１－９－１２ 082-255-1263

広島県 イオンリテール株式会社イオン広島府中店 735-0021 広島県安芸郡府中町大須２－１－１ 082-561-0500

広島県 株式会社イズミゆめタウン呉店 737-0029 広島県呉市宝町５－１０ 0823-23-9200

広島県 マックスバリュ西日本株式会社　ザ・ビッグ焼山店 737-0911 広島県呉市焼山北１－２１－１ 0823-34-0222

広島県 株式会社イズミゆめタウン廿日市店 738-0023 広島県廿日市市下平良２－２－１ 0829-34-1311

広島県 マックスバリュ西日本株式会社ザ・ビッグ宮内店 738-0034 広島県廿日市市宮内字北山１２６８－１ 0829-38-1000

広島県 株式会社イズミ学園店 739-0044 広島県東広島市西条町下見６－２－３２ 082-423-1361

山口県 株式会社ミスターマックス柳井店 742-0036 山口県柳井市駅南１－１１ 0820-23-8880

山口県 マックスバリュ西日本株式会社ザ・ビッグ周東店 742-0417 山口県岩国市周東町下久原４３６ 0827-83-0321

山口県 マックスバリュ西日本株式会社ザ・ビッグロックタウン周南店 746-0025 山口県周南市古市１－４－１ 0834-61-3001

山口県 イオンリテール株式会社イオン防府店 747-0802 山口県防府市中央町１－３ 0835-24-5721

山口県 株式会社サンキュードラッグ上田中町薬局 750-0009 山口県下関市上田中町２－９－３ 0832-27-0039

山口県 株式会社サンキュードラッグ元町店 750-0045 山口県下関市元町５－５ 083-228-5539

山口県 株式会社サンキュードラッグ彦島中央店 750-0074 山口県下関市彦島本村町７－３－９ 0832-61-5139

山口県 株式会社サンキュードラッグ新椋野店 751-0820 山口県下関市新椋野３－１－１０ 083-229-5539

山口県 株式会社サンキユードラツグ武久店 751-0833 山口県下関市武久町２－１－１５ 0832-50-1239

山口県 株式会社サンキュードラッグ綾羅木薬局 751-0865 山口県下関市綾羅木新町３丁目２－１ 0832-54-9439

山口県 ザ・ビッグ綾羅木店 751-0865 山口県下関市綾羅木新町３－２－１ 083-250-1200

山口県 株式会社イズミゆめシティ 751-0869 山口県下関市伊倉新町３－１－１ 083-255-1000

山口県 株式会社サンキュードラッグ新下関店 751-0875 山口県下関市秋根本町２－３－１ 0832-63-5739

山口県 株式会社サンキュードラッグ長府薬局 752-0964 山口県下関市長府中土居本町１４－１２ 0832-41-2839

山口県 マックスバリュ西日本株式会社ザ・ビッグ大内店 753-0211 山口県山口市大内長野５８１ 0839-27-5600

山口県 株式会社イズミ山口店 753-0214 山口県山口市大内御堀１３０２－１ 0839-28-9500

山口県 株式会社イズミゆめタウン宇部店 759-0204 山口県宇部市妻崎開作４１１ 0836-44-5400

徳島県 イオンリテール株式会社イオンスタイル徳島店 770-0865 徳島県徳島市南末広町４－１ 088-611-8300
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徳島県 ドラッグストアチャーリー沖浜店 770-8052 徳島県徳島市沖浜3-5 088-655-3211

徳島県 株式会社イズミゆめタウン徳島店 771-1202 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須８８－１ 088-693-0123

徳島県 スーパードラッグストアチャーリー鴨島店 776-0010 徳島県麻植郡鴨島町鴨島本郷151-1 0883-22-0121

香川県 イオンリテール株式会社イオン高松東店 760-0066 香川県高松市福岡町３－８－５ 087-826-4111

香川県 イオンリテール株式会社イオン綾川店 761-2304 香川県綾歌郡綾川町萱原８２２－１ 087-876-8000

香川県 イオンリテール株式会社イオン高松店 761-8012 香川県高松市香西本町１－１ 087-842-8000

香川県 ドラッグストアチャーリーレインボーロード店 761-8071 香川県高松市伏石町１９５－１ 087-867-8831

香川県 株式会社イズミゆめタウン高松店 761-8072 香川県高松市三条町６０８－１ 087-869-7500

香川県 アクサス株式会社ドラッグストアチャーリー丸亀店 763-0073 香川県丸亀市柞原町４０８－１ 0877-21-5000

香川県 マックスバリュ西日本株式会社ザ・ビッグ多度津店 764-0022 香川県仲多度郡多度津町北鴨２－１０－１ 0877-58-5131

香川県 マックスバリュ西日本株式会社ザ・ビッグ寒川店 769-2321 香川県さぬき市寒川町石田東甲１３７５ 0879-23-2571

愛媛県 イオンリテール株式会社イオン松山店 790-0951 愛媛県松山市天山１－１３－５ 089-946-9300

愛媛県 株式会社ロフト松山店 791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井８５０エミフルＭＡＳＡＫＩ１Ｆ 089-961-6210

愛媛県 株式会社中四国セイムスササオカ松山中央店 791-8015 愛媛県松山市中央１－１０－１８ 089-925-6010

愛媛県 株式会社西日本セイムスドラッグセイムス松山南吉田店 791-8042 愛媛県松山市南吉田町１４４１ 089-968-7077

愛媛県 イオンリテール株式会社イオン新居浜店 792-0007 愛媛県新居浜市前田町８－８ 0897-31-0600

愛媛県 マックスバリュ西日本株式会社ザ・ビッグ松神子店 792-0881 愛媛県新居浜市松神子３－３－５ 0897-67-1156

愛媛県 イオンリテール株式会社イオン今治店 794-0062 愛媛県今治市馬越町４－８－１ 0898-25-3131

愛媛県 イオンリテール株式会社イオンスタイル今治新都市店 794-0068 愛媛県今治市にぎわい広場１－１ 0898-34-6100

愛媛県 ドラッグササオカ宇和島中央店 798-0006 愛媛県宇和島市弁天町３－７－２ 0895-20-1517

高知県 イオンリテール株式会社イオン高知店 780-0026 高知県高知市秦南町１－４－８ 088-826-8100

高知県 よどやドラッグ秦南店 780-0026 高知県高知市秦南町１－８－４０ 088-823-5780

高知県 よどやドラッグ南金田店 780-0074 高知県高知市南金田３－１２ 088-883-6020

高知県 よどやドラッグ青柳店 780-0813 高知県高知市青柳町５９－２ 088-884-3005

高知県 イオンリテール株式会社イオン高知旭町店 780-0935 高知県高知市旭町３－９４ 088-825-0211

高知県 よどやドラッグ福井店 780-0965 高知県高知市福井町３１２７ 088-823-0514

高知県 よどやドラッグ南万々店 780-0971 高知県高知市南万々８７－１ 088-871-6770

高知県 よどやドラッグ塩屋崎店 780-8014 高知県高知市塩屋崎町２－１１－８ 088-805-1581

高知県 よどやドラッグ神田店 780-8040 高知県高知市神田１２０７－１ 088-832-4400

高知県 よどやドラッグ土佐道路店 780-8061 高知県高知市朝倉甲４９３－１ 088-844-8881

高知県 よどやドラッグ朝倉店 780-8074 高知県高知市朝倉横町２３－８－３ 088-840-8877

高知県 よどやドラッグ針木店 780-8087 高知県高知市針木北１－３－１０ 088-840-1585

高知県 よどやドラッグ瀬戸南店 781-0253 高知県高知市瀬戸南町１－１３－１０ 088-837-2300

高知県 株式会社中四国セイムスドラッグセイムス長浜店 781-0270 高知県高知市長浜１５０７－１ 088-841-1324

高知県 よどやドラッグ高岡店 781-1102 高知県土佐市高岡町乙３４１８－２ 088-852-7838

高知県 よどやドラッグ野市店 781-5232 高知県香美郡野市町西野１８９０－２ 0887-56-3708

高知県 よどやドラッグ香南店 781-5310 高知県香美郡赤岡町赤岡町１３４１－５ 0887-43-1135

高知県 よどやドラッグ高須店 781-8104 高知県高知市高須１－５－３０ 088-883-7771

高知県 よどやドラッグ一宮店 781-8134 高知県高知市一宮中町３－１２－１８ 088-845-3811

高知県 よどやドラッグ南国店 783-0004 高知県南国市大そね甲１８７４－１ 088-804-6655

高知県 株式会社西日本セイムスドラッグセイムス安芸矢ノ丸店 784-0001 高知県安芸市矢ノ丸２－２－１９ 0887-35-8666

高知県 よどやドラッグ安芸駅前店 784-0001 高知県安芸市矢ノ丸３－４－３４ 0887-34-3031

高知県 よどやドラッグ須崎店 785-0035 高知県須崎市大間東町４－３７ 0889-43-0280

高知県 よどやドラッグ窪川店 786-0007 高知県高岡郡四万十町古市町５６－２ 0880-22-5200

高知県 よどやドラッグ四万十店 787-0050 高知県四万十市渡川３－１－６ 0880-37-0260

高知県 よどやドラッグ佐川店 789-1201 高知県高岡郡佐川町甲３３０－３１ 0889-20-0330

高知県 よどやドラッグ大方店 789-1931 高知県幡多郡黒潮町入野６２０ 0880-43-2727

福岡県 株式会社サンキュードラッグ大里東口店 800-0028 福岡県北九州市門司区下二十町１－１ 093-372-9939

福岡県 株式会社サンキュードラッグ稲積店 800-0048 福岡県北九州市門司区稲積１－１１－１１ 093-382-0039

福岡県 株式会社サンキュードラッグ社ノ木薬局 800-0054 福岡県北九州市門司区社ノ木１－１６－６ 093-382-3639

福岡県 株式会社イズミゆめマート小倉東店 800-0255 福岡県北九州市小倉南区上葛原１－１４－１１ 093-921-0111

福岡県 株式会社サンキュードラッグ門司港本店 801-0863 福岡県北九州市門司区栄町９－１８ 093-322-5139

福岡県 株式会社サンキュードラッグ東門司薬局 801-0873 福岡県北九州市門司区東門司１－１４－２－１０１ 093-322-3139

福岡県 サンキュードラッグ小倉駅前店 802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町３－１－１小倉駅前アイムＢ１Ｆ 093-513-2139

福岡県 株式会社ロフト小倉店 802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町３－１－１コレット井筒屋６Ｆ 093-521-6210

福岡県 株式会社サンキュードラッグ重住店 802-0011 福岡県北九州市小倉北区重住３－３－５ 093-921-0039

福岡県 株式会社サンキュードラッグ砂津店 802-0014 福岡県北九州市小倉北区砂津３－１－１－１１００ 093-512-7039

福岡県 株式会社サンキュードラッグ富野店 802-0023 福岡県北九州市小倉北区下富野２－１０－２７ 093-512-5239

福岡県 株式会社サンキュードラッグ大畠店 802-0026 福岡県北九州市小倉北区大畠３－２－４７ 093-513-1639

福岡県 株式会社サンキュードラッグ黒原店 802-0044 福岡県北九州市小倉北区熊本４－２－３４ 093-932-9039

福岡県 株式会社サンキュードラッグ霧ケ丘薬局 802-0052 福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘３－９ 093-932-2139

福岡県 サンキュードラッグ三萩野店 802-0085 福岡県北九州市小倉北区吉野町１０－１９ 093-932-1539

福岡県 サンキュードラッグ城野店 802-0802 福岡県北九州市小倉南区城野１－１３－１５ 093-482-1639

福岡県 サンキュードラッグ徳力店 802-0974 福岡県北九州市小倉南区徳力３－１０－１ 093-965-6339

福岡県 株式会社ミスターマックス小倉北店 803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町９－１６ 093-583-6675

福岡県 サンキュードラッグハローパーク大手町薬局 803-0814 福岡県北九州市小倉北区大手町１３－３４ハローパーク大手町内 093-562-5839

福岡県 株式会社サンキュードラッグ朝日ケ丘店 803-0833 福岡県北九州市小倉北区朝日ケ丘３－１８ 093-562-1639

福岡県 株式会社サンキュードラッグ中井店 803-0836 福岡県北九州市小倉北区中井２－４－２０ 093-563-2739

福岡県 株式会社サンキュードラッグ到津店 803-0845 福岡県北九州市小倉北区上到津４－２－１ 093-654-6839

福岡県 株式会社サンキュードラッグ下到津店 803-0846 福岡県北九州市小倉北区下到津５－８－２４－１０１ 093-562-5239

福岡県 株式会社サンキュードラッグ新高田店 803-0852 福岡県北九州市小倉北区新高田２－２－９ 093-562-1939

福岡県 株式会社サンキュードラッグ一枝店 804-0021 福岡県北九州市戸畑区一枝３－２ 093-873-3539

福岡県 株式会社サンキュードラッグミュー戸畑薬局 804-0067 福岡県北九州市戸畑区汐井町１－１ミュー戸畑内 093-873-6739

福岡県 株式会社サンキュードラッグ戸畑天神店 804-0094 福岡県北九州市戸畑区天神１－６－２６ 093-873-1139

福岡県 株式会社サンキュードラッグ石坪店 805-0021 福岡県北九州市八幡東区石坪町３－６ 093-654-1239

福岡県 株式会社サンキュードラッグ平野店 805-0062 福岡県北九州市八幡東区平野１－３－２ 093-663-2039

福岡県 株式会社ミスターマックス八幡東店 805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田１－４－２２ 093-682-1234

福岡県 株式会社サンキュードラッグ黒崎駅前店 806-0021 福岡県北九州市八幡西区黒崎３－１－３菅原第１ビル１Ｆ 093-644-7339

福岡県 サンキュードラッグ筒井町店 806-0032 福岡県北九州市八幡西区筒井町１５－１ 093-644-2339

福岡県 株式会社サンキュードラッグコスパ相生店 806-0058 福岡県北九州市八幡西区鉄竜１－３－１６ 093-631-5239

福岡県 株式会社ミスターマックス本城店 807-0801 福岡県北九州市八幡西区本城５－１－１ 093-692-5500
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福岡県 株式会社サンキュードラッグ千代ケ崎薬局 807-0803 福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎２－２－２４ 093-693-2139

福岡県 株式会社ミスターマックス木屋瀬真名子店 807-1144 福岡県北九州市八幡西区真名子２－４－１ 093-618-7733

福岡県 株式会社サンキュードラッグ桜町薬局 808-0026 福岡県北九州市若松区桜町２－１ 093-752-1539

福岡県 株式会社サンキュードラッグ高須店 808-0145 福岡県北九州市若松区高須南１－８－２７ 093-742-7739

福岡県 株式会社ロフト福岡天神店 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通４－９－２５ 092-724-6210

福岡県 株式会社ドン・キホーテ中洲店 810-0801 福岡県福岡市博多区中洲３－７－２４ 092-283-9711

福岡県 株式会社イズミゆめマート新宮店 811-0119 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜４－１８－１ 092-940-6600

福岡県 株式会社ミスターマックス粕屋店 811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町仲原２７１４ 092-623-1001

福岡県 株式会社ミスターマックスＳｅｌｅｃｔ篠栗店 811-2413 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲９９－１ 092-948-5100

福岡県 株式会社ミスターマックス宗像店 811-4147 福岡県宗像市石丸２４９－２ 0940-32-8111

福岡県 株式会社サンキュ－ドラッグ岡垣薬局 811-4233 福岡県遠賀郡岡垣町野間２８５－１ 093-281-1039

福岡県 株式会社イズミゆめタウン遠賀店 811-4303 福岡県遠賀郡遠賀町今古賀字砂田７３１－７ 093-293-8600

福岡県 株式会社ヨドバシカメラマルチメディア博多 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街６－１２ 092-471-1010

福岡県 株式会社イズミゆめタウン博多店 812-0055 福岡県福岡市東区東浜１－１－１ 092-641-7111

福岡県 雑貨館インキューブイオンモール香椎浜店 813-0016 福岡県福岡市東区香椎浜３－１２－１イオンモール香椎浜１Ｆ 092-674-3501

福岡県 株式会社ミスターマックス土井店 813-0025 福岡県福岡市東区青葉７－１９－１ 092-691-7111

福岡県 プラットインキューブ西新店 814-0002 福岡県福岡市早良区西新４－１－１ＰＲＡＬＩＶＡ１Ｆ 092-407-1361

福岡県 株式会社ミスターマックス春日店 816-0842 福岡県春日市下白水２０５－２２ 092-595-8700

福岡県 株式会社ミスターマックス大野城店 816-0932 福岡県大野城市瓦田１１３８－１ 092-591-1800

福岡県 株式会社イズミゆめタウン筑紫野店 818-0062 福岡県筑紫野市針摺３０－１０ 092-924-9000

福岡県 株式会社ミスターマックス橋本店 819-0031 福岡県福岡市西区橋本１－１０－１７ 092-811-6800

福岡県 株式会社ミスターマックス飯塚花瀬店 820-0044 福岡県飯塚市横田５８１－６ 0948-21-0123

福岡県 ドラッグセイムス直方新入店 822-0032 福岡県直方市下新入５０８－８ 0949-28-7109

福岡県 株式会社イズミ行橋店 824-0031 福岡県行橋市西宮市３－８－１ 0930-24-8211

福岡県 雑貨館インキューブ久留米店 830-0032 福岡県久留米市東町上天神田３１６－２－３Ｆ 0942-38-1092

福岡県 株式会社イズミゆめタウン大牟田店 836-0807 福岡県大牟田市旭町２－２８－１ 0944-53-5000

福岡県 株式会社ミスターマックス大牟田店 836-0883 福岡県大牟田市馬渡町１－１ 0944-43-2500

福岡県 株式会社イズミゆめタウン久留米店 839-0000 福岡県久留米市土地区画整理事業区域内１街区 0942-45-7100

佐賀県 株式会社ミスターマックス佐賀店 840-0008 佐賀県佐賀市巨勢町牛島７５０ 0952-41-6300

佐賀県 株式会社ミスターマックス唐津店 847-0022 佐賀県唐津市鏡３７１６ 0955-77-3301

佐賀県 株式会社イズミゆめタウン佐賀店 849-0000 佐賀県佐賀市兵庫町兵庫北土地区画整理地区２２街区 0952-33-3100

佐賀県 株式会社ミスターマックス北茂安店 849-0111 佐賀県三養基郡北茂安町白壁２２２８ 0942-89-1550

長崎県 株式会社イズミ長崎夢彩都店 850-0035 長崎県長崎市元船町１０－１ 095-823-3131

長崎県 株式会社ドン・キホーテ浜町店 850-0853 長崎県長崎市浜町３－５ 095-829-7811

熊本県 株式会社イズミゆめマート田崎店 860-0053 熊本県熊本市西区田崎２－５－１ 096-312-3111

熊本県 メガセンタートライアル上熊本店 860-0079 熊本県熊本市西区上熊本３－８－１ 096-326-3010

熊本県 株式会社ミスターマックス熊本南店 860-0824 熊本県熊本市十禅寺３－４－１４ 096-311-2555

熊本県 株式会社ミスターマックス熊本インター店 861-8046 熊本県熊本市石原１－１－１１１ 096-380-7788

熊本県 株式会社イズミ浜線店 862-0965 熊本県熊本市田井島１－２－１ 096-334-1625

熊本県 株式会社イズミゆめタウン大江店 862-0971 熊本県熊本市中央区大江３－２－４０ 096-211-5500

熊本県 株式会社イズミゆめマート松橋店 869-0502 熊本県宇城市松橋町松橋８７８－１ 0964-25-2000

熊本県 株式会社ミスターマックス松橋店 869-0524 熊本県下益城郡松橋町豊福１６８３－１ 0964-32-4111

熊本県 株式会社イズミゆめタウン光の森店 869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼字中迎原３３１０ 096-233-2211

熊本県 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ菊陽店 869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼２６５５－１ 096-233-4811

大分県 株式会社ミスターマックス西大分店 870-0003 大分県大分市生石１４５－４４ 097-532-3200

大分県 コスメドラッグファン古国府店 870-0844 大分県大分市古国府１組 097-573-5800

大分県 株式会社ミスターマックスＳｅｌｅｃｔ南大分店 870-0852 大分県大分市田中町１－３ 097-545-7710

大分県 株式会社イズミゆめタウン別府店 874-0943 大分県別府市楠町３８２－７ 0977-26-3333

大分県 ドラッグファン中央店 876-0854 大分県佐伯市中村南町１３２９－３ 0972-24-0689

大分県 スーパードラッグノザキ津久見店 879-2442 大分県津久見市港町４１４２－１５１ 0972-85-0711

宮崎県 橘百貨店 880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３－１０－３２ 0985-24-4111

宮崎県 スーパーセンタートライアル日向店 883-0043 宮崎県日向市都町１０７５４－１１ 0982-55-5015

宮崎県 株式会社ミスターマックス日向店 883-0062 宮崎県日向市日知屋１４７９８－１ 0982-53-5251

沖縄県 イオンドラッグ安謝店 900-0003 沖縄県那覇市安謝６６４－３２マックスバリュ安謝店内 098-861-0210

沖縄県 株式会社サンエー那覇メインプレイス店 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち４－４－９ 098-951-3300

沖縄県 イオンドラッグ牧志店 900-0013 沖縄県那覇市牧志２－１０－１マックスバリュ牧志店２Ｆ 098-861-0200

沖縄県 ドン・キホーテ那覇壺川店 900-0025 沖縄県那覇市壺川３－２－１ 098-832-1511

沖縄県 琉球ジャスコ株式会社イオン那覇店 901-0155 沖縄県那覇市金城５－１０－２ 098-852-1515

沖縄県 イオンドラッグとよみ店 901-0205 沖縄県豊見城市根差部７１０イオンタウンとよみ内 098-856-7300

沖縄県 ＭＥＧＡドン・キホーテ豊見城店 901-0223 沖縄県豊見城市翁長８５４－１ 0570-550-539

沖縄県 サツドライーアス沖縄豊崎店 901-0225 沖縄県豊見城市豊崎３－３５イーアス沖縄豊崎内 098-996-3134

沖縄県 イオン琉球株式会社イオンドラッグ豊見城店 901-0234 沖縄県豊見城市田頭１５５－１イオンタウン豊見城内 098-840-2188

沖縄県 株式会社サンエー豊見城ウィングシティ店 901-0242 沖縄県豊見城市高安２６１－２－１Ｆ 098-850-5100

沖縄県 株式会社サンエーしおざきシティ店 901-0364 沖縄県糸満市潮崎町２－２ 098-840-3333

沖縄県 琉球ジャスコ株式会社イオン南風原店 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平２６４ 098-940-6100

沖縄県 株式会社サンエー津嘉山シティ店 901-1117 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山１４７１－２ 098-882-7755

沖縄県 株式会社サンエー経塚シティ店 901-2111 沖縄県浦添市経塚６５２ 098-871-3333

沖縄県 株式会社サンエー浦添西海岸パルコシティ店 901-2123 沖縄県浦添市西洲３－１－１ＰＡＲＣＯＣＩＴＹ１Ｆ 098-871-1120

沖縄県 株式会社マツモトキヨシサンエー牧港店 901-2131 沖縄県浦添市牧港４－１２－１サンエーＶ２１牧港食品館内 098-871-3111

沖縄県 イオンドラッグ伊祖店 901-2132 沖縄県浦添市伊祖２－１２１－１５ 098-943-2979

沖縄県 株式会社サンエー宜野湾コンベンションシティ店 901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊５５８－１０ 098-897-3330

沖縄県 株式会社マツモトキヨシ宜野湾コンベンションシティ店 901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊５５８－１０ 098-897-3420

沖縄県 株式会社東急ハンズ宜野湾コンベンションシティ店 901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊５５８－１０宜野湾コンベンションシティ１Ｆ 098-897-3330

沖縄県 イオン琉球株式会社イオンライカム店 901-2300 沖縄県中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事業区４街区 098-983-8888

沖縄県 イオンドラッグ古島店 902-0061 沖縄県那覇市古島２－２８－３ 098-835-5150

沖縄県 株式会社サンエー西原シティ店 903-0102 沖縄県中頭郡西原町嘉手苅１３０ 098-882-9100

沖縄県 琉球ジャスコ株式会社イオン北谷店 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町美浜８－３ 098-982-7575

沖縄県 株式会社サンエーハンビータウン店 904-0117 沖縄県中頭郡北谷町北前１－２－３ 098-936-9100

沖縄県 イオンドラッグ都屋店 904-0301 沖縄県中頭郡読谷村座喜味３１９０ 098-923-2735

沖縄県 イオンドラッグ座喜味店 904-0321 沖縄県中頭郡読谷村上地２０５－１ 098-989-1025

沖縄県 マツモトキヨシ石川シティ店 904-1106 沖縄県うるま市石川２５２１－１サンエー石川シティ店内 098-965-3318
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沖縄県 サンエー石川シティ店 904-1106 沖縄県うるま市石川２５２１－１ 098-965-3300

沖縄県 株式会社マツモトキヨシ古謝店 904-2161 沖縄県沖縄市古謝２０５ 098-934-2288

沖縄県 イオンドラッグ泡瀬店 904-2171 沖縄県沖縄市高原５－１４－１８ 098-983-4100

沖縄県 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテうるま店 904-2231 沖縄県うるま市塩屋５０２－１ 098-982-6911

沖縄県 琉球ジャスコ株式会社イオン具志川店 904-2235 沖縄県うるま市前原幸崎原３０３ 098-983-6565

沖縄県 株式会社サンエー具志川メインシティ店 904-2244 沖縄県うるま市江洲４５０－１ 098-974-1300

沖縄県 へしきや薬局 904-2302 沖縄県うるま市与那城西原９８８－３ 098-978-6036

沖縄県 株式会社サンエー与勝シティ店 904-2311 沖縄県うるま市勝連南風原５１１１ 098-978-8888

沖縄県 琉球ジャスコ株式会社イオン名護店 905-0012 沖縄県名護市名護見取川原４４７２ 0980-54-8000

沖縄県 株式会社サンエーショッピングタウン宮古衣料館 906-0012 沖縄県宮古島市平良西里４６３ 0980-74-3322
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