
都道府県 市区町村 店名 電話番号 住所

鳥取県 鳥取市 イオン鳥取北店 0857-38-3300 鳥取県鳥取市晩稲３４８番地  

鳥取県 米子市 ドラッグストアウェルネス旗ヶ崎店 0859-30-0220 鳥取県米子市旗ヶ崎６ー２ー４７  
鳥取県 米子市 ドラッグストアウェルネス両三柳店 0859-37-2727 鳥取県米子市両三柳２１２６ー２  
鳥取県 米子市 ドラッグストアウェルネス角盤店 0859-31-6120 鳥取県米子市角盤町３ー８４  
鳥取県 米子市 ドラッグストアウェルネス夜見店 0859-48-0310 鳥取県米子市夜見町２９２１ー８  
鳥取県 境港市 ドラッグストアウェルネス境港店 0859-21-1266 鳥取県境港市蓮池町９２ー１  
鳥取県 境港市 ドラッグストアウェルネス境港マリーナ 0859-45-6777 鳥取県境港市新屋町３２０１ー４  
鳥取県 西伯郡日吉津村 イオン日吉津店 0859-37-0500 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津 １１６０ー１ 
島根県 松江市 イオン松江店 0852-40-2858 島根県松江市東朝日町１５１  
島根県 松江市 ドラッグストアウェルネス橋南店 0852-28-5135 島根県松江市西津田 ７ー１１ー１４ 
島根県 松江市 ドラッグストアウェルネス春日店 0852-20-1555 島根県松江市春日町５ー２  
島根県 松江市 ドラッグストアウェルネス黒田店 0852-60-0330 島根県松江市黒田町４５４ー１  
島根県 松江市 ドラッグストアウェルネス東津田店 0852-20-3232 島根県松江市東津田町 １１２５ー２ 
島根県 松江市 ドラッグストアウェルネス川津店 0852-60-9350 島根県松江市西川津町８５０ー４  
島根県 松江市 ドラッグストアウェルネス乃白店 0852-60-2507 島根県松江市乃白町５１１番地  
島根県 松江市 ドラッグストアウェルネス学園南店 0852-60-0037 島根県松江市学園南 ２ー１１ー３８ 
島根県 松江市 ドラッグストアウェルネス大庭店 0852-59-9533 島根県松江市大庭町１８０３ー１  
島根県 松江市 ドラッグストアウェルネス学園店 0852-25-1891 島根県松江市学園 １ー１８ー１０ 
島根県 松江市 ドラッグストアウェルネス宍道店 0852-66-7005 島根県松江市宍道町佐々布 ２０８ー３５ 
島根県 出雲市 イオンスタイル出雲店 0853-24-8200 島根県出雲市渡橋町１０６６  
島根県 出雲市 ドラッグストアウェルネス塩冶店 0853-24-8555 島根県出雲市塩冶有原町５ー１１  
島根県 出雲市 ドラッグストアウェルネス出雲駅南店 0853-20-1550 島根県出雲市駅南町３ー１３ー１  
島根県 出雲市 ドラッグストアウェルネス大塚店 0853-20-1811 島根県出雲市大塚町７５０ー１  
島根県 出雲市 ドラッグストアウェルネス白枝店 0853-20-1616 島根県出雲市白枝町５５１ー１  
島根県 出雲市 ドラッグストアウェルネス下古志店 0853-24-8185 島根県出雲市下古志町７０１ー５  
島根県 出雲市 ドラッグストアウェルネス平田西店 0853-63-7810 島根県出雲市平田町１６１５  
島根県 出雲市 ドラッグストアウェルネス神門店 0853-24-8860 島根県出雲市神門町８８０  
島根県 益田市 ウォンツ益田中吉田 0856-23-3679 島根県益田市中吉田町 １０８４ー１ 
島根県 大田市 ドラッグストアウェルネス大田中央店 0854-83-1777 島根県大田市大田町大田イ １９４番１ 
島根県 安来市 ドラッグストアウェルネス安来店 0854-23-7750 島根県安来市飯島町３８８  
島根県 雲南市 ドラッグストアウェルネス三刀屋中央店 0854-45-0355 島根県雲南市三刀屋町三刀屋 ３２ー１ 

島根県 隠岐郡隠岐の島町 ドラッグストアウェルネス隠岐の島店 08512-3-0277 島根県隠岐郡隠岐の島町下西 ７８８ 

岡山県 岡山市北区 くすりのラブ伊島店 086-255-0426 岡山県岡山市北区伊島北町 ３１ー１ 
岡山県 岡山市北区 薬マツモトキヨシ岡山駅Ｂ１店 086-233-3055 岡山県岡山市北区駅元町１ー１ ＪＲ西日本駅構内 
岡山県 岡山市北区 ザグザグ 津高店 086-214-6221 岡山県岡山市北区津高９１６  
岡山県 岡山市北区 ザグザグ 小山店 086-905-0015 岡山県岡山市北区小山５２ー１  
岡山県 岡山市北区 ザグザグ 金川店 0867-24-9303 岡山県岡山市北区御津宇垣 １４８３ー１ 
岡山県 岡山市北区 ザグザグ 大元店 086-805-1300 岡山県岡山市北区大元 １ー１３ー１８ 
岡山県 岡山市北区 ザグザグ 白石店 086-214-3900 岡山県岡山市北区白石２８０ー１  
岡山県 岡山市北区 ザグザグ 北方店 086-801-5200 岡山県岡山市北区北方 ２ー１ー２４ 

【おねがい】下記内容を事前にご確認くださいますよう、お願いいたします。 
●2017年6月14日時点で集計した、メーカー発売日 2017年6月16日限定発売「エスプリーク セレクトアイカラー」 限定色 取扱店舗（一部）の一覧です。 
 

●メーカー発売日と店頭陳列日は、多少前後する場合があります。また、店頭在庫を確約するものではございません。 
 

●限定色の店頭在庫は、恐れ入りますがご来店予定の店舗へ事前にご確認ください。 

                                                         ご理解を賜りますよう、何卒宜しくお願いいたします。 



岡山県 岡山市北区 イオン岡山店 086-803-6600 岡山県岡山市北区下石井 １ー２ー１ 
岡山県 岡山市北区 ザグザグ 西古松店 086-805-8801 岡山県岡山市北区西古松 ３２６ー１０１ 
岡山県 岡山市中区 ザグザグ 海吉店 086-200-1168 岡山県岡山市中区海吉１８１８  
岡山県 岡山市中区 ザグザグ 高島店 086-207-6121 岡山県岡山市中区清水 ２丁目８６ー３ 
岡山県 岡山市中区 ザグザグ 江崎店 086-200-2281 岡山県岡山市中区江崎６９０ー１  
岡山県 岡山市中区 ザグザグ 雄町店 086-208-4311 岡山県岡山市中区雄町 ４９２ー１ 
岡山県 岡山市東区 ザグザグ 西大寺店 086-944-5539 岡山県岡山市東区西大寺中野 ９３０ー１ 
岡山県 岡山市南区 くすりのラブＰモール藤田店 086-239-3235 岡山県岡山市南区藤田錦 ５６０ー２１４ 
岡山県 岡山市南区 ザグザグ 福富店 086-902-1339 岡山県岡山市南区豊成 ３ー２２ー１８ 
岡山県 岡山市南区 ザグザグ わかば店 086-261-5022 岡山県岡山市南区若葉町 ２６ー２０ 
岡山県 岡山市南区 ザグザグ 妹尾店 086-282-7066 岡山県岡山市南区妹尾 １８８３ー１ 
岡山県 倉敷市 イオン倉敷店 086-430-5000 岡山県倉敷市水江１番地  
岡山県 倉敷市 ザグザグ 真備店 0866-98-8877 岡山県倉敷市真備町川辺２０５７  
岡山県 倉敷市 ザグザグ 連島店 086-445-7066 岡山県倉敷市連島２ー７ー１  
岡山県 倉敷市 ザグザグ 玉島店 086-523-4305 岡山県倉敷市玉島中央町 ２ー１ー５０ 
岡山県 倉敷市 ザグザグ 笹沖店 086-423-5255 岡山県倉敷市笹沖４７１  
岡山県 倉敷市 ザグザグ 西原店 086-460-1189 岡山県倉敷市西阿知町西原 ８３２－１ 
岡山県 倉敷市 ザグザグ 花の街店 086-435-3911 岡山県倉敷市宮前３３７  
岡山県 倉敷市 ザグザグ 平田店 086-430-2322 岡山県倉敷市平田６７６ー１  
岡山県 倉敷市 ザグザグ 中庄店 086-435-0368 岡山県倉敷市中庄 ７ー１ 
岡山県 倉敷市 ザグザグ 天城店 086-420-1241 岡山県倉敷市藤戸町天城 ６６６ー１ 
岡山県 倉敷市 ザグザグ 北畝店 086-450-2282 岡山県倉敷市北畝 ６丁目２番３９号 
岡山県 倉敷市 ザグザグ ザグザグ児島柳田店 086-474-2539 岡山県倉敷市児島柳田町 １７２ー１ 
岡山県 津山市 イオン津山店 0868-21-7200 岡山県津山市河辺１０００ー１  
岡山県 津山市 ザグザグ 院庄店 0868-28-9561 岡山県津山市院庄１２４５ー１  
岡山県 津山市 ザグザグ ノースランド店 0868-32-1363 岡山県津山市上河原１６０ー２  
岡山県 津山市 ザグザグ 高野店 0868-21-7151 岡山県津山市高野本郷 １４１６番地１ 
岡山県 津山市 ザグザグ小原店 0868-22-1220 岡山県津山市総社７７ー１  
岡山県 津山市 ザグザグ 志戸部店 0868-32-0570 岡山県津山市沼８４８ー１６  
岡山県 玉野市 ザグザグ 宇野店 0863-33-6121 岡山県玉野市宇野２ー７９６ー２  
岡山県 玉野市 ザグザグ 高崎店 0863-73-5121 岡山県玉野市東高崎 ２５ー１４９ 
岡山県 笠岡市 ザグザグ 笠岡番町店 0865-62-0700 岡山県笠岡市富岡 ４７７－３７ 
岡山県 井原市 ザグザグ 井原笹賀店 0866-65-0086 岡山県井原市笹賀町２９ー１  
岡山県 総社市 ザグザグ 総社店 0866-94-0354 岡山県総社市小寺５  
岡山県 総社市 ザグザグ 総社中央店 0866-90-2008 岡山県総社市中央 ４ー２１ー１０３ 
岡山県 総社市 ザグザグ 総社東店 0866-94-6100 岡山県総社市井手１２４２ー３  
岡山県 高梁市 ザグザグ 落合店 0866-22-6919 岡山県高梁市落合町阿部 １６９７ー１ 
岡山県 高梁市 ザグザグ 高梁店 0866-22-9500 岡山県高梁市横町１０７２ー３  
岡山県 新見市 ザグザグ 新見高尾店 0867-71-3300 岡山県新見市高尾２４７７ー７  
岡山県 瀬戸内市 ザグザグ 新邑久店 0869-22-5266 岡山県瀬戸内市邑久町豊原 ８６ー１ 
岡山県 赤磐市 ザグザグ 町苅田店 086-957-3863 岡山県赤磐市町苅田９４０ー１  
岡山県 真庭市 ザグザグ 久世店 0867-53-0835 岡山県真庭市惣１８０ー１  
岡山県 真庭市 ザグザグ真庭垂水店 0867-52-7300 岡山県真庭市落合垂水字妙見 ４２５ー１ 
岡山県 美作市 ザグザグ 美作店 0868-73-4820 岡山県美作市入田２２３ー１  
岡山県 和気郡和気町 ザグザグ 和気店 0869-92-5611 岡山県和気郡和気町福富 ４４２ー１ 
岡山県 都窪郡早島町 ザグザグ 早島店 086-482-3900 岡山県都窪郡早島町前潟 ２６３ー１

岡山県 小田郡矢掛町 ザグザグ 矢掛店 0866-82-9755 岡山県小田郡矢掛町江良２４２４  

広島県 広島市中区 ウォンツ本通店 082-545-7877 広島県広島市中区本通 ８ー２６ 
広島県 広島市中区 ウォンツえびす通り店 082-545-5088 広島県広島市中区堀川町 ６ー１９ 



広島県 広島市中区 ウォンツ吉島店 082-544-2130 広島県広島市中区吉島西 ２ー１５ー１２ 
広島県 広島市中区 ウォンツ八丁堀店 082-512-0020 広島県広島市中区八丁堀 １１ー８ 
広島県 広島市中区 薬マツモトキヨシ広島金座街店 082-545-7211 広島県広島市中区堀川町 ６ー１１ 
広島県 広島市中区 ウォンツ白島店 082-511-3501 広島県広島市中区西白島町 ２０ー２３
広島県 広島市中区 ウォンツ小町店 082-504-8077 広島県広島市中区小町２ー１  
広島県 広島市中区 ウォンツ本通Ⅱ店 082-545-1301 広島県広島市中区本通３ー５  
広島県 広島市中区 薬マツモトキヨシ大手町店 082-545-7010 広島県広島市中区大手町 ５丁目１ー１ 
広島県 広島市東区 ウォンツ光町店 082-262-8182 広島県広島市東区光町 ２ー７ー１１ 
広島県 広島市東区 ウォンツ牛田店 082-502-1820 広島県広島市東区牛田旭 ２ー７ー５　サンベルモ内 
広島県 広島市東区 ウォンツフォレオ広島東店 082-508-6601 広島県広島市東区温品 １ー３ー２ 
広島県 広島市南区 イオン宇品店 082-256-0310 広島県広島市南区宇品東 ６ー１ー５４ 
広島県 広島市南区 マツモトキヨシ 広島駅ビルアッセ店 082-567-6866 広島県広島市南区松原町 ２ー３７ 
広島県 広島市南区 ウォンツ段原店 082-568-0350 広島県広島市南区段原南 １ー１ー２１ 
広島県 広島市西区 ウォンツ中広通り店 082-532-9800 広島県広島市西区上天満町 ３ー２４ 
広島県 広島市西区 ウォンツ三篠店 082-230-0777 広島県広島市西区三篠北町 １ー１５ 
広島県 広島市西区 ウォンツ横川駅ビル店 082-503-6011 広島県広島市西区横川町 ３ー２ー２９ 
広島県 広島市西区 薬マツモトキヨシアルパーク店 082-501-1057 広島県広島市西区草津新町２丁目 ２６番１号アルパーク東棟Ｂ１Ｆ 
広島県 広島市西区 ウォンツ己斐本町店 082-507-3277 広島県広島市西区己斐本町 ２丁目１３ー２４ 
広島県 広島市西区 ウォンツ井口明神店 082-270-3117 広島県広島市西区井口明神 １丁目１番１０号 
広島県 広島市安佐南区 イオン広島祇園店 082-846-1000 広島県広島市安佐南区祇園 ３丁目２ー１ 
広島県 広島市安佐南区 ウォンツ長楽寺店 082-872-8030 広島県広島市安佐南区長楽寺 １ー２９ー２５ 
広島県 広島市安佐南区 ウォンツ西原店 082-832-2870 広島県広島市安佐南区西原 ５ー６ー９ 
広島県 広島市安佐南区 ウォンツ緑井店 082-877-4115 広島県広島市安佐南区緑井 ３ー１７ー２０ 
広島県 広島市安佐南区 ウォンツ沼田伴店 082-849-6500 広島県広島市安佐南区伴東 七丁目６１番１号 
広島県 広島市安佐南区 ウォンツ安古市店 082-872-7081 広島県広島市安佐南区相田 １ー１ー４４ 
広島県 広島市安佐南区 ウォンツ八木店 082-830-2780 広島県広島市安佐南区八木 ５ー５ー３３ 
広島県 広島市安佐南区 ウォンツ西風新都店 082-849-5650 広島県広島市安佐南区伴南４丁目 １－１ 
広島県 広島市安佐南区 ウォンツ祇園店 082-832-5220 広島県広島市安佐南区祇園３丁目 １５ー２１ 
広島県 広島市安佐南区 ウォンツ八木城南店 082-830-2210 広島県広島市安佐南区八木 １丁目２８番ー９号 
広島県 広島市安佐北区 ウォンツ高陽落合店 082-841-4077 広島県広島市安佐北区落合 １ー４５ー１３ 
広島県 広島市安佐北区 ウォンツ可部店 082-815-0101 広島県広島市安佐北区可部 ３丁目８ー４３ 
広島県 広島市安佐北区 ウォンツ亀山店 082-814-3030 広島県広島市安佐北区亀山 ３ー３ー１９ 
広島県 広島市安佐北区 ウォンツアクロスプラザ高陽店 082-841-5611 広島県広島市安佐北区深川 ５ー３０ー３８ 
広島県 呉市 ウォンツ広白石店 0823-76-5655 広島県呉市広白石１ー３ー３５  
広島県 尾道市 ウォンツ三成店 0848-24-5480 広島県尾道市美ノ郷町三成 １６３３ 
広島県 福山市 イトーヨーカドー 福山店 0849-71-0091 広島県福山市入船町３ー１ー６０  
広島県 福山市 きらら 0849-34-8701 広島県福山市松永町 ２ー１ー１６ 
広島県 福山市 ルック さんすて店 084-927-2138 広島県福山市三之丸町３０ー１ さんすて福山店内 
広島県 福山市 ザグザグ 大門店 084-946-4170 広島県福山市大門町 ２ー２３ー４６ 
広島県 福山市 ザグザグ 曙店 084-981-1635 広島県福山市曙町 ３ー２７８ー２ 
広島県 福山市 ルック 神辺フジグラン店 084-960-0239 広島県福山市神辺町道上７５  
広島県 福山市 ザグザグ 福山三吉店 084-973-5015 広島県福山市三吉町 １ー５ー１ 
広島県 福山市 ザグザグ 神辺店 084-960-3393 広島県福山市神辺町川北１４３５  
広島県 福山市 ザグザグ 松永店 084-930-4139 広島県福山市今津町３ー８ー６０  
広島県 福山市 薬マツモトキヨシ福山駅店 084-926-6557 広島県福山市三之丸町３０ー１  
広島県 福山市 ウォンツハピアス駅家店 084-977-1166 広島県福山市駅家町上山守 ４５０ー１ 
広島県 府中市 ザグザグ 中須店 0847-40-3141 広島県府中市中須町 ４５ー１ 
広島県 三次市 ウォンツ三次東店 0824-64-7870 広島県三次市南畑敷町 ３３０ー１ 
広島県 庄原市 ザグザグ 東城店 08477-3-0223 広島県庄原市東城町川東 １３２７ 



広島県 庄原市 ザグザグ 庄原店 0824-75-0560 広島県庄原市戸郷町８４  
広島県 大竹市 ウォンツ大竹店 0827-52-7445 広島県大竹市油見 ３ー２０ー８ 
広島県 東広島市 新粧屋フジグラン東広島店 0824-21-0035 広島県東広島市西条町御薗宇 ４３０２ 
広島県 東広島市 ウォンツ西条西店 0824-31-3611 広島県東広島市西条町寺家 ３７９１ー１ 
広島県 東広島市 ウォンツ西条御薗宇店 082-493-8677 広島県東広島市西条町御薗宇 ２８５０ー１ 
広島県 廿日市市 ウォンツ宮内店 0829-37-0027 広島県廿日市市宮内 ４４７９ 
広島県 廿日市市 ウォンツ廿日市新宮 0829-34-0120 広島県廿日市市新宮 １ー９ー３４ 
広島県 安芸郡府中町 イオン広島府中店 082-284-7811 広島県安芸郡府中町大須 ２ー１ー１ー１０１２ 
広島県 安芸郡府中町 ウォンツ府中本町店 082-890-3170 広島県安芸郡府中町本町 ４ー１２ 
広島県 安芸郡海田町 イオン海田店 082-823-1121 広島県安芸郡海田町南大正町 ３ー３０ 
広島県 安芸郡海田町 ウォンツ海田栄町店 082-821-3137 広島県安芸郡海田町栄町 ５ー２９ 
広島県 安芸郡坂町 ウォンツ坂店 082-885-8511 広島県安芸郡坂町平成ケ浜 ２丁目２ー１０ 

広島県 世羅郡世羅町 ザグザグ 世羅店 0847-25-5039 広島県世羅郡世羅町西上原 ８７８ 

山口県 下関市 サンキュードラッグ 上田中町店 0832-27-0039 山口県下関市上田中町２ー９ー３  
山口県 下関市 薬マツモトキヨシシーモールエスト 083-235-1711 山口県下関市竹崎町４丁目４ー７ シーモールエスト１Ｆ 
山口県 宇部市 ウォンツ宇部琴芝店 0836-37-0655 山口県宇部市北琴芝 ２ー１１ー４５ 
山口県 宇部市 ウォンツ宇部沼店 0836-37-0620 山口県宇部市沼３丁目５ー２０  
山口県 防府市 イオン防府店 0835-24-5721 山口県防府市中央町１ー３  
山口県 防府市 ウォンツ防府八王子店 0835-20-1210 山口県防府市八王子２ー８ー９  
山口県 下松市 西友　周南店 0833-41-3901 山口県下松市中央町２１ー３  
山口県 下松市 ウォンツ下松桜町店 0833-45-2670 山口県下松市桜町１丁目 １４ー２８ 
山口県 岩国市 ウォンツ岩国室の木店 0827-30-0222 山口県岩国市室の木町 １ー２ー３８ 
山口県 岩国市 ウォンツ西岩国店 0827-44-2500 山口県岩国市錦見６ー１４ー３２  
山口県 岩国市 ウォンツ周東店 0827-83-0801 山口県岩国市周東町下久原４３６  
山口県 光市 イオン光店 0833-71-2922 山口県光市浅江字木園 １７５６ー１ 
山口県 光市 ウォンツ光浅江店 0833-74-0321 山口県光市浅江５ー４ー１  
山口県 周南市 ウォンツ周南周陽店 0834-39-0770 山口県周南市周陽１丁目１ー１  

山口県 周南市 ウォンツイオンタウン周南久米店 0834-36-1271 山口県周南市久米２８６７番地  

徳島県 徳島市 キリン堂田宮店 088-637-0703 徳島県徳島市北田宮１丁目３ー５  
徳島県 徳島市 キリン堂 昭和店 088-612-0560 徳島県徳島市昭和町５ー２３  
徳島県 徳島市 キリン堂 大松店 088-669-6351 徳島県徳島市大松町榎原外 ５０ー１７ アクロスプラザ徳島大松内
徳島県 徳島市 薬マツモトキヨシ 徳島駅クレメントプラザ店 088-655-6026 徳島県徳島市寺島本町西１ー６１  
徳島県 徳島市 クスリキリン堂 福島店 088-611-3251 徳島県徳島市新南福島 １－４－３６ 
徳島県 鳴門市 キリン堂 鳴門店 088-684-4127 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島 １１０ 
徳島県 小松島市 キリン堂 小松島店 0885-35-1015 徳島県小松島市中田町原ノ下 ２ー１ 
徳島県 阿南市 キリン堂 阿南店 0884-24-4745 徳島県阿南市学原町松ノ久保 １４ー１ 
徳島県 阿南市 クスリキリン堂 上中店 0884-24-5422 徳島県阿南市上中町岡 ４９３－６１ 
徳島県 吉野川市 キリン堂 鴨島店 0883-22-2017 徳島県吉野川市鴨島町上下島 １１９ 
徳島県 阿波市 ドラッグセイムス　阿波店 0883-35-6071 徳島県阿波市阿波町大道北 ２００番地１ 
徳島県 美馬市 キリン堂 脇町店 0883-53-2356 徳島県美馬市脇町猪尻字若宮南 １２６ー４ 
徳島県 美馬市 ドラッグセイムス　美馬店 0883-55-2131 徳島県美馬市美馬町字谷口６ー２  
徳島県 名西郡石井町 キリン堂 石井店 088-675-3680 徳島県名西郡石井町高川原 字高川原　７６３ー１ 
徳島県 海部郡海陽町 ドラッグセイムス　海陽店 0884-74-3155 徳島県海部郡海南町大里字松ノ元 １７番 
徳島県 板野郡北島町 キリン堂 北島店 088-697-3477 徳島県板野郡北島町江尻 字松ノ本２５ー１
徳島県 板野郡上板町 キリン堂 上板店 088-694-8488 徳島県板野郡上板町椎本 字四宮西３８３ー５ 

徳島県 三好郡東みよし町 キリン堂 三好店 0883-76-1970 徳島県三好郡東みよし町加茂 ２５６８ー２ 

香川県 高松市 イオン高松店 087-842-8000 香川県高松市香西本町１ー１
香川県 高松市 イオン高松東店 087-826-4111 香川県高松市福岡町 ３ー３７９ー２
香川県 高松市 ザグザグ 檀紙北店 087-870-5523 香川県高松市飯田町３０番地  



香川県 高松市 ザグザグ 鬼無店 087-832-8220 香川県高松市鬼無町佐藤５４ー１  
香川県 高松市 ザグザグ 上福岡店 087-812-0377 香川県高松市上福岡町７６９ー１  
香川県 高松市 ザグザグ 六条店 087-840-7787 香川県高松市六条町４７  
香川県 高松市 ザグザグ 仏生山店 087-815-5215 香川県高松市仏生山町甲１３４４
香川県 高松市 ザグザグ 栗林店 087-864-5720 香川県高松市花ノ宮町３丁目 １－４８ 
香川県 高松市 ザグザグ 春日店 087-818-0722 香川県高松市春日町字川尻 ８９３－１ 
香川県 高松市 ザグザグ 香南店 087-815-8050 香川県高松市香南町由佐 ８５０ー１ 
香川県 丸亀市 ザグザグ 丸亀バサラ店 0877-58-0822 香川県丸亀市山北町５０ー１  
香川県 丸亀市 ザグザグ 丸亀中府店 0877-58-0733 香川県丸亀市中府町１丁目３ー１  
香川県 丸亀市 ザグザグ 川西店 0877-58-6221 香川県丸亀市川西町南４２８ー３  
香川県 坂出市 ザグザグ 林田店 087-757-3011 香川県坂出市林田町３１３１
香川県 観音寺市 福田薬局坂本店 0875-25-7100 香川県観音寺市坂本町 ６ー４ー１２ 
香川県 観音寺市 ザグザグ 観音寺店 0875-57-6230 香川県観音寺市昭和町 １丁目３番１８号 
香川県 観音寺市 ザグザグ 大野原店 0875-54-9288 香川県観音寺市大野原町大野原 ３９１８ー１ 
香川県 木田郡三木町 ザグザグ 三木店 087-898-7040 香川県木田郡三木町鹿伏 ３６７ー１ 
香川県 綾歌郡宇多津町 ザグザグ 宇多津店 0877-56-7039 香川県綾歌郡宇多津町 浜２番丁１６ イオンタウン宇多津１Ｆ

香川県 綾歌郡綾川町 イオン綾川店 087-876-6501 香川県綾歌郡綾川町萱原 ８２２ー１ 

愛媛県 松山市 イオン松山店 0899-46-9300 愛媛県松山市天山町２７３  
愛媛県 松山市 ドラッグセイムス　松山三津店 089-968-3380 愛媛県松山市会津町７ー７  
愛媛県 松山市 薬マツモトキヨシ 松山銀天街店 089-934-3007 愛媛県松山市湊町４ー４ー４  
愛媛県 松山市 ドラッグセイムス　松山中央店 089-925-6010 愛媛県松山市中央１丁目 １０ー１８ 
愛媛県 松山市 ドラッグセイムス　松山インター店 089-969-1115 愛媛県松山市北土居２丁目 １４番２０号 
愛媛県 今治市 イオンスタイル今治新都市店 0898-34-6100 愛媛県今治市にぎわい広場 １番地１ 
愛媛県 今治市 Ｄセイムス　今治ワールドプラザ店 0898-47-6026 愛媛県今治市東村１丁目 １４番２号 
愛媛県 宇和島市 ドラッグセイムス宇和島新町店 0895-25-5665 愛媛県宇和島市新町１ー４ー１３  
愛媛県 宇和島市 ドラッグセイムス　宇和島津島店 0895-32-5880 愛媛県宇和島市津島町高田字得寿 ５７４ 
愛媛県 宇和島市 ドラッグセイムス宇和島和霊店 0895-20-1222 愛媛県宇和島市和霊町１２１１  
愛媛県 宇和島市 ドラッグセイムス　宇和島弁天町店 0895-20-1517 愛媛県宇和島市弁天町３丁目 ７番２号 
愛媛県 八幡浜市 ドラッグセイムス八幡浜江戸岡店 0894-24-3273 愛媛県八幡浜市江戸岡１ー４ー２  
愛媛県 新居浜市 イオン新居浜店 0897-36-4570 愛媛県新居浜市前田町８ー８  
愛媛県 大洲市 ドラッグセイムス東大洲店 0893-25-1114 愛媛県大洲市東大洲１０５４  
愛媛県 四国中央市 イオン川之江店 0896-59-1600 愛媛県四国中央市妻鳥町字 上樋ノ上１７９５ー１ 
愛媛県 東温市 ドラッグセイムス東温南方店 089-955-8855 愛媛県東温市南方４６５番地１  
愛媛県 上浮穴郡久万高原町 ドラッグセイムス久万高原店 0892-50-0310 愛媛県上浮穴郡久万高原町 久万５６０－１ 

愛媛県 南宇和郡愛南町 ドラッグセイムス愛南御荘店 0895-73-2424 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 ３７２５ー１ 

高知県 高知市 イオン高知旭町店 088-825-0211 高知県高知市旭町３ー９４  
高知県 高知市 イオン高知店 088-826-8100 高知県高知市秦南町１ー４ー８  
高知県 高知市 ドラッグセイムス　長浜店 0888-41-1324 高知県高知市長浜上九郎 １５０７ー１ 
高知県 高知市 ドラッグセイムス　高須店 0888-61-1319 高知県高知市高須２ー６ー６６  
高知県 高知市 ドラッグセイムス　六泉寺店 0888-34-3050 高知県高知市六泉寺町 ２３１ー１ 
高知県 高知市 ドラッグセイムス　一宮駅前店 088-846-5522 高知県高知市一宮徳谷３ー１４  
高知県 高知市 ドラッグセイムス　潮江店 088-833-2101 高知県高知市北新田町 １７ー１１ 
高知県 高知市 ドラッグセイムス　御座店 088-861-5201 高知県高知市北御座４ー３８  
高知県 高知市 ドラッグセイムス　高知駅前店 088-826-3301 高知県高知市栄田町 ２ー４ー１２ 
高知県 高知市 ドラッグセイムス　介良店 0888-80-3771 高知県高知市介良乙１１２８  
高知県 高知市 ドラッグセイムス　高知宝永店 088-880-1170 高知県高知市宝永町７番３３号  
高知県 高知市 ドラッグセイムス　高知福井店 088-826-6001 高知県高知市福井町８１５番１  
高知県 室戸市 ドラッグセイムス　室戸店 0887-22-2990 高知県室戸市浮津１２３  
高知県 安芸市 ドラッグセイムス　安芸矢ノ丸店 0887-35-8666 高知県安芸市矢ノ丸二丁目 ２番１９号 



高知県 宿毛市 ドラッグセイムス宿毛店 0880-63-3110 高知県宿毛市宿毛５３７８ー３
高知県 土佐清水市 ドラッグセイムス土佐清水加久見店 0880-82-4730 高知県土佐清水市加久見入沢町 ８ー１４ 
高知県 四万十市 ドラッグセイムス四万十トンボ店 0880-37-6800 高知県四万十市具同田黒 ２ー１２ー３０ 
高知県 四万十市 ドラッグセイムス四万十古津賀店 0880-35-6600 高知県四万十市古津賀 字四反田１５０８ー１ 
高知県 香美市 ドラッグセイムス　土佐山田店 0887-57-2230 高知県香美市土佐山田町宝町 ５ー１ー３６ 
高知県 土佐郡土佐町 ドラッグセイムス　土佐田井店 0887-70-2811 高知県土佐郡土佐町田井 １２０８番６ 

（以上）


