
都道府県 市区町村 店名 電話番号 住所

茨城県 水戸市 イオン水戸内原店 029-259-1400 茨城県水戸市内原２丁目 １番地 

茨城県 水戸市 コクミンドラッグ 水戸エクセルプラムストリート店 029-227-8319 茨城県水戸市宮町 １丁目１番１号 ＪＲ水戸駅構内
茨城県 水戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ 水戸千波町店 029-243-5588 茨城県水戸市千波町千波山 ２４６７ー３ 
茨城県 水戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ 水戸双葉台店 029-253-6626 茨城県水戸市中丸町６０８ー３  
茨城県 水戸市 ツルハドラッグ 水戸元吉田店 029-304-6268 茨城県水戸市元吉田町字東組 ３７８ー１ 
茨城県 日立市 イトーヨーカドー日立店 0294-21-8811 茨城県日立市幸町１丁目１６番１ （株）イトーヨーカドー 
茨城県 日立市 ドラッグストアマツモトキヨシ 日立川尻店 0294-43-1117 茨城県日立市川尻町４ー１  
茨城県 日立市 ツルハドラッグ 日立東町店 0294-26-8268 茨城県日立市東町４丁目５ー２  
茨城県 日立市 ツルハドラッグ 日立大みか店 0294-28-0268 茨城県日立市大みか３ー２４  
茨城県 土浦市 イオン土浦店 029-835-8000 茨城県土浦市上高津３６７番地  
茨城県 土浦市 カワチ薬品　土浦南店 0298-26-8400 茨城県土浦市中高津３ー１ー３  
茨城県 土浦市 カワチ薬品　真鍋店 029-823-8521 茨城県土浦市真鍋新町２０ー２０  
茨城県 土浦市 ウエルシア　ペルチ土浦店 029-825-2889 茨城県土浦市有明町１ー３０ ペルチ土浦３Ｆー３２０００ 
茨城県 土浦市 ドラッグストアセキ 荒川沖店 029-837-7300 茨城県土浦市荒川沖西 １丁目１８番２６号 
茨城県 古河市 イオン古河店 0280-31-7131 茨城県古河市旭町１丁目２ー１７  
茨城県 古河市 イトーヨーカドー古河店 0280-31-3311 茨城県古河市雷電町１ー１８  
茨城県 古河市 カワチ薬品　総和店 0280-92-7609 茨城県古河市駒羽根８２１ー３  
茨城県 古河市 マツモトキヨシ マーケットシティ古河店 0280-30-1285 茨城県古河市松並２丁目 １８番１０号 
茨城県 石岡市 カワチ薬品 石岡北店 0299-26-0321 茨城県石岡市東大橋１９７７ー１  
茨城県 龍ケ崎市 イトーヨーカドー竜ヶ崎店 0297-65-4411 茨城県龍ヶ崎市小柴５ー１ー２  
茨城県 龍ケ崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 竜ヶ崎城南店 0297-62-8880 茨城県龍ヶ崎市１７１３ー１  
茨城県 龍ケ崎市 カワチ薬品　竜ヶ崎店 0297-62-5360 茨城県龍ヶ崎市中里１ー１ー７  
茨城県 下妻市 イオン下妻店 0296-30-1700 茨城県下妻市堀籠９７２ー１  
茨城県 常総市 カワチ薬品 石下店 0297-42-0350 茨城県常総市新石下４０６７  
茨城県 常総市 ツルハドラッグ 水海道栄町店 0297-30-7268 茨城県常総市水海道栄町 ２６８０ー２ 
茨城県 常陸太田市 ツルハドラッグ 常陸太田店 0294-80-2680 茨城県常陸太田市木崎二町 １７２７ー１ 
茨城県 高萩市 イオン高萩店 0293-24-3111 茨城県高萩市安良川２３１  
茨城県 北茨城市 調剤薬局ツルハドラッグ 北茨城店 029-330-6001 茨城県北茨城市中郷町上桜井 字細谷２８３０ 
茨城県 取手市 ドラッグストアマツモトキヨシ 藤代店 0297-83-3130 茨城県取手市藤代南２ー１６ー２  
茨城県 取手市 カワチ薬品　藤代店 0297-83-3661 茨城県取手市小浮気１７５ー１  
茨城県 取手市 ドラッグストアマツモトキヨシ 取手青柳店 0297-72-1305 茨城県取手市青柳町１ー８ー３１  
茨城県 取手市 薬マツモトキヨシ ボックスヒル取手店 0297-72-6891 茨城県取手市中央町２ー５  
茨城県 牛久市 ドラッグストアマツモトキヨシ 牛久中央店 029-871-8161 茨城県牛久市中央２ー１６ー１２  
茨城県 牛久市 カワチ薬品　ひたち野牛久店 0298-71-8800 茨城県牛久市ひたち野東 ５ー２１ー２ 
茨城県 牛久市 コレコレ 牛久店 0298-70-1322 茨城県牛久市ひたち野東 ５丁目５番地１ 
茨城県 つくば市 イオンつくば店 029-839-1200 茨城県つくば市稲岡６６ー１  
茨城県 つくば市 コクミンつくばクレオスクエアＱ’ｔ店 029-848-5930 茨城県つくば市吾妻１丁目 ６番地１キュート１Ｆ 
茨城県 つくば市 カワチ薬品つくば大穂店 0298-79-0271 茨城県つくば市筑穂２ー３ー２
茨城県 つくば市 カワチ薬品 谷田部店 0298-36-6921 茨城県つくば市上横場 ２３８４ー１ 
茨城県 つくば市 カワチ薬品 つくば研究学園店 029-852-8030 茨城県つくば市研究学園 Ｃ２８街区３ー１ 

【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。 



茨城県 つくば市 森の朝　ｉｉーａｓａ 029-893-2113 茨城県つくば市研究学園 ５丁目１９番 イーアスつくば
茨城県 つくば市 ドラッグストアマツモトキヨシ ヨークタウンつくば竹園店 029-850-5660 茨城県つくば市竹園１丁目 ３番１号 
茨城県 ひたちなか市 長崎屋勝田店 029-273-3810 茨城県ひたちなか市石川町１ー１  
茨城県 ひたちなか市 ドラッグストアマツモトキヨシ ひたちなか店 029-275-5776 茨城県ひたちなか市東石川 ３６１４ー１ 
茨城県 ひたちなか市 マツモトキヨシ ひたちなか笹野店 029-202-5055 茨城県ひたちなか市笹野町 １丁目９番４号 
茨城県 鹿嶋市 イオン鹿嶋店 0299-83-0111 茨城県鹿嶋市宮中２９０ー１  
茨城県 鹿嶋市 カワチ薬品　鹿嶋店 0299-84-7727 茨城県鹿嶋市平井１２９０ー１  
茨城県 潮来市 ドラッグストアマツモトキヨシ 牛堀ララルー店 0299-64-6811 茨城県潮来市永山７７７  
茨城県 守谷市 カワチ薬品　守谷店 0297-46-2311 茨城県守谷市美園２ー１６ー２  
茨城県 守谷市 コレコレ 守谷店 0297-21-1090 茨城県守谷市松ヶ丘６ー６ー１  
茨城県 守谷市 カワチ薬品 守谷松並店 0297-46-2721 茨城県守谷市松並１８６５ー１  
茨城県 常陸大宮市 イオン常陸大宮店 02955-4-1700 茨城県常陸大宮市下村田２３８７  
茨城県 筑西市 ドラッグストアマツモトキヨシ 玉戸モール店 0296-26-8233 茨城県筑西市玉戸１０１８ー４１  
茨城県 坂東市 カワチ薬品　坂東店 0297-35-3685 茨城県坂東市辺田１１０４ー１  
茨城県 かすみがうら市 カワチ薬品千代田店 029-832-8734 茨城県かすみがうら市下稲吉 ２６３３ー７ 
茨城県 神栖市 マツモトキヨシ ライフガーデン神栖店 0299-95-5560 茨城県神栖市平泉８ー８０  
茨城県 鉾田市 カワチ薬品　鉾田店 0291-33-5070 茨城県鉾田市安房１６４７ー６  
茨城県 小美玉市 ツルハドラッグ 茨城小川店 0299-37-1755 茨城県小美玉市野田字御用山 ３５４ー１ 
茨城県 東茨城郡茨城町 ツルハドラッグ 水戸南店 029-219-0006 茨城県東茨城郡茨城町大字長岡 ３４８０ー１ 
茨城県 那珂郡東海村 イオン東海店 029-287-3311 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東 ４ー１ー１ 
茨城県 那珂郡東海村 ドラッグストアマツモトキヨシ 東海店 029-287-3121 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西 ３ー１３ー２２ 
茨城県 稲敷郡阿見町 カワチ薬品　荒川沖店 0298-41-1134 茨城県稲敷郡阿見町大字荒川沖字 住吉１８９１ー１ 
茨城県 結城郡八千代町 ドラッグストアクラモチ 八千代南店 0296-30-3399 茨城県結城郡八千代町大字 菅谷６９１ー６ 

茨城県 猿島郡境町 ドラッグストアクラモチ境店 0280-81-2088 茨城県猿島郡境町４５８  

栃木県 宇都宮市 アピタ　宇都宮店 028-684-2211 栃木県宇都宮市江曽島本町 ２２ー７ 
栃木県 宇都宮市 イトーヨーカドー宇都宮店 028-661-0111 栃木県宇都宮市陽東６ー２ー１  
栃木県 宇都宮市 ドラッグストアマツモトキヨシ 宇都宮細谷店 028-627-2661 栃木県宇都宮市細谷町 １ー３９０ー１ 
栃木県 宇都宮市 ドラッグストアマツモトキヨシ 宇都宮江曽島本町店 028-645-9770 栃木県宇都宮市江曽島本町 ２３ー３ 
栃木県 宇都宮市 薬マツモトキヨシ アピタ宇都宮店 028-645-7500 栃木県宇都宮市江曽島本町 ２２ー７ 
栃木県 宇都宮市 ドラッグストアマツモトキヨシ 宇都宮御幸ヶ原町店 028-660-5510 栃木県宇都宮市御幸ヶ原町 ５０ー１ヨークベニマル内 
栃木県 宇都宮市 ドラッグストアマツモトキヨシ 宇都宮簗瀬店 028-639-1255 栃木県宇都宮市城東１ー８ー１３  
栃木県 宇都宮市 薬マツモトキヨシ ベルモール宇都宮店 028-689-7311 栃木県宇都宮市陽東６ー２ー１  
栃木県 宇都宮市 ドラッグストアマツモトキヨシ 宇都宮テクノポリス店 028-670-6901 栃木県宇都宮市野高谷町 ５８４ー２ 
栃木県 宇都宮市 ドラッグストアマツモトキヨシ 宇都宮今泉店 028-639-6485 栃木県宇都宮市中今泉３丁目 １番２９号 
栃木県 宇都宮市 薬マツモトキヨシ 宇都宮駅ビルパセオ店 028-627-8536 栃木県宇都宮市川向町１番２３号  
栃木県 宇都宮市 ドラッグストアマツモトキヨシ 宇都宮戸祭店 028-600-3360 栃木県宇都宮市戸祭１丁目 ６番９号 
栃木県 宇都宮市 ドラッグストアマツモトキヨシ 宇都宮平松本町店 028-610-0256 栃木県宇都宮市平松本町 １１０９番８号 
栃木県 宇都宮市 ドラッグストアマツモトキヨシ 宇都宮一の沢店 028-649-1581 栃木県宇都宮市鶴田町鹿沼道北 ２１８０番３ 
栃木県 足利市 アピタ　足利店 0284-72-8811 栃木県足利市朝倉町２４５  
栃木県 足利市 マツモトキヨシ マツモトキヨシ足利大橋店 0284-42-6711 栃木県足利市大橋町 １ー２０２６ー１ 
栃木県 足利市 カワチ薬品 足利南店 0284-72-8538 栃木県足利市福居町１５５５ー１  
栃木県 足利市 ドラッグストアマツモトキヨシ 足利大前店 0284-62-8605 栃木県足利市大前町仲田 ６６４ー１ 
栃木県 足利市 カワチ薬品　足利北店 0284-41-1131 栃木県足利市新山町２２３３ー１  
栃木県 足利市 カワチ薬品　足利西店 0284-73-2512 栃木県足利市借宿町５５７ー１  
栃木県 栃木市 イオン栃木店 0282-22-7711 栃木県栃木市箱森町３８ー４０  
栃木県 栃木市 カワチ薬品　大平町店 0282-43-1350 栃木県栃木市大平町下皆川 ２９９ー１ 
栃木県 栃木市 カワチ薬品 城内店 0282-24-2061 栃木県栃木市城内町 ２ー２ー１７ 
栃木県 佐野市 イオン佐野新都市店 0283-20-5252 栃木県佐野市高萩町１０００ー１  
栃木県 佐野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 佐野赤坂店 0283-24-1466 栃木県佐野市赤坂町９５４ー１  



栃木県 佐野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 佐野浅沼店 0283-21-0587 栃木県佐野市浅沼町字富士之宮 １２２ー２ 
栃木県 佐野市 カワチ薬品 佐野店 0283-21-6655 栃木県佐野市堀米町４３５ー１  
栃木県 佐野市 カワチ薬品佐野西店 0283-22-5850 栃木県佐野市堀米町１７２８ー１  
栃木県 佐野市 カワチ薬品　田沼店 0283-62-6223 栃木県佐野市田沼町 ２７３ー１ 
栃木県 鹿沼市 ドラッグストアマツモトキヨシ 鹿沼西茂呂店 0289-64-5641 栃木県鹿沼市西茂呂２ー２３ー５  
栃木県 鹿沼市 ドラッグストアマツモトキヨシ ビバモール鹿沼店 0289-64-0588 栃木県鹿沼市睦町字川西城下 ２８７ー１ 
栃木県 日光市 イオン今市店 0288-30-2000 栃木県日光市豊田７９ー１  
栃木県 日光市 カワチ薬品 今市店 0288-22-3221 栃木県日光市瀬尾４９ー２  
栃木県 日光市 カワチ薬品日光店 0288-53-0830 栃木県日光市七里６６２ー１  
栃木県 小山市 イトーヨーカドー小山店 0285-23-6111 栃木県小山市駅東通り ２ー３ー１５ 
栃木県 小山市 イオン小山店 0285-30-3000 栃木県小山市中久喜１４６７ー１  
栃木県 小山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 小山東城南店 0285-31-0588 栃木県小山市東城南 ４丁目３４ー７ 
栃木県 真岡市 ドラッグストアマツモトキヨシ 真岡白布ヶ丘店 028-582-7210 栃木県真岡市白布ヶ丘５ー２  
栃木県 真岡市 ドラッグストアマツモトキヨシ 真岡下高間木店 0285-80-1088 栃木県真岡市下高間木 １丁目１４番１号 
栃木県 大田原市 カワチ薬品 大田原南店 0287-24-2223 栃木県大田原市加治屋 ９４ー１１７ 
栃木県 矢板市 カワチ薬品 矢板南店 0287-44-2332 栃木県矢板市木幡１５６３ー１  
栃木県 那須塩原市 カワチ薬品黒磯店 0287-64-5602 栃木県那須塩原市末広町６５ー２  
栃木県 那須塩原市 ドラッグストアマツモトキヨシ 黒磯店 0287-64-3605 栃木県那須塩原市豊住町７８ー５  
栃木県 那須塩原市 カワチ薬品大田原西店 0287-36-7428 栃木県那須塩原市字緑 １ー８ー４４ 
栃木県 那須塩原市 ドラッグストアマツモトキヨシ エイトタウン那須塩原店 0287-64-5750 栃木県那須塩原市鍋掛字鍋掛原 １０８７ー１３８３ 
栃木県 那須塩原市 カワチ薬品下永田店 0287-37-0881 栃木県那須塩原市下永田 １ー１００３ー１ 
栃木県 那須塩原市 ドラッグストアマツモトキヨシ 那須塩原東三島店 0287-39-1016 栃木県那須塩原市東三島 ５丁目１０３ー９ 
栃木県 さくら市 ドラッグストアマツモトキヨシ 氏家店 028-682-0231 栃木県さくら市櫻野字五斗蒔 ４４０ー１ 
栃木県 さくら市 カワチ薬品さくら店 028-681-2411 栃木県さくら市櫻野４８６  
栃木県 下野市 マツモトキヨシ マツモトキヨシ自治医大店 0285-44-0013 栃木県下野市緑１ー９ー４  
栃木県 下野市 ドラッグストアマツモトキヨシ ヨークタウン石橋店 0285-53-8285 栃木県下野市下古山字北原 ３３６２ー１ 
栃木県 河内郡上三川町 カワチ薬品 上三川店 0285-57-0550 栃木県河内郡上三川町上三川 ４６７１ー１ 
栃木県 下都賀郡野木町 ドラッグストアマツモトキヨシ 野木友沼店 0280-57-9881 栃木県下都賀郡野木町大字友沼 ５３０９ 

栃木県 塩谷郡高根沢町 ドラッグストアマツモトキヨシ 高根沢店 028-675-7360 栃木県塩谷郡高根沢町光陽台 ３ー１１ー１ 

群馬県 前橋市 アピタ　前橋店 027-226-8811 群馬県前橋市文京町２ー１ー１  
群馬県 前橋市 マツモトキヨシ けやきウォーク前橋店 027-223-0061 群馬県前橋市文京町２ー１ー１  
群馬県 高崎市 イオン高崎店 027-372-7503 群馬県高崎市棟高町１４００番地  
群馬県 高崎市 アピタ　高崎店 027-346-1001 群馬県高崎市矢中町字淵野内 ６６８ー１ 
群馬県 高崎市 カワチ薬品　高崎駅東店 027-324-5531 群馬県高崎市高関町４４ー１  
群馬県 高崎市 カワチ薬品　大八木店 027-363-8611 群馬県高崎市大八木町 ６２２ー４ 
群馬県 高崎市 薬マツモトキヨシ モントレー高崎駅ビル店 027-324-8125 群馬県高崎市八島町２２２  
群馬県 高崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 高崎新保町店 027-370-3005 群馬県高崎市新保町字諏訪 ４２２ー１ 
群馬県 高崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 高崎並榎町店 027-370-1005 群馬県高崎市並榎町６１ー１  
群馬県 桐生市 ドラッグストアマツモトキヨシ マーケットシティ桐生店 0277-54-0120 群馬県桐生市相生町 １ー１２４ー１ 
群馬県 伊勢崎市 イトーヨーカドー伊勢崎店 0270-26-5111 群馬県伊勢崎市連取町 １５０７番地 
群馬県 伊勢崎市 アピタ　伊勢崎東店 0270-20-8115 群馬県伊勢崎市三室町５３３０  
群馬県 伊勢崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 伊勢崎平和町店 0270-22-3631 群馬県伊勢崎市平和町１９ー１  
群馬県 伊勢崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ フォリオ安堀店 0270-24-5551 群馬県伊勢崎市安堀町２２３ー１  
群馬県 伊勢崎市 カワチ薬品　伊勢崎西店 0270-25-3761 群馬県伊勢崎市連取町 １３０９ー１ 
群馬県 伊勢崎市 マツモトキヨシ スマーク伊勢崎店 0270-62-3501 群馬県伊勢崎市西小保方町３６８  
群馬県 伊勢崎市 スギドラッグ 伊勢崎店 0270-61-5235 群馬県伊勢崎市乾町 １９９番地 
群馬県 太田市 イオン太田店 0276-47-8800 群馬県太田市石原町８１  
群馬県 太田市 カワチ薬品　内ヶ島店 0276-48-6411 群馬県太田市内ヶ島町６９２  
群馬県 館林市 カワチ薬品　館林東店 0276-75-3400 群馬県館林市楠町３６１３ー１  



群馬県 館林市 ドラッグストアマツモトキヨシ 館林富士見町店 0276-75-0733 群馬県館林市富士見町１２ー４５  
群馬県 館林市 カワチ薬品館林北店 0276-74-6000 群馬県館林市岡野町７２ー１  
群馬県 藤岡市 カワチ薬品　藤岡店 027-424-2818 群馬県藤岡市中字沖９２４ー１  
群馬県 藤岡市 カワチ薬品藤岡南店 0274-24-2195 群馬県藤岡市藤岡１２４３ー１  
群馬県 富岡市 カワチ薬品　富岡店 0274-64-5881 群馬県富岡市富岡２１０６ー１  

群馬県 吾妻郡中之条町 ドラッグストアマツモトキヨシ 中之条店 0279-69-7018 群馬県吾妻郡中之条町大字 中之条町字長岡１８６４ー１ 

新潟県 新潟市東区 イオン新潟東店 025-279-1515 新潟県新潟市東区大形本町 ３ー１７３０ー１ 
新潟県 新潟市中央区 薬マツモトキヨシ 新潟駅ビルＣｏＣｏＬｏ東店 025-240-0001 新潟県新潟市中央区花園 １ー１ー１ 
新潟県 新潟市中央区 ドラッグストアマツモトキヨシ 女池店 025-288-0880 新潟県新潟市中央区女池上山 二丁目１番１５号 
新潟県 新潟市江南区 イオン新潟南店 025-383-1300 新潟県新潟市江南区下早通柳田 １ー１ー１ 
新潟県 新潟市江南区 マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッグ亀田店 025-381-1234 新潟県新潟市江南区五月町 ３ー５６４ 
新潟県 新潟市西区 アピタ　新潟西店 025-201-1711 新潟県新潟市西区小新 ５丁目７番２１号 
新潟県 新潟市西区 イオン新潟青山店 025-231-9111 新潟県新潟市西区青山 ２ー５ー１ 
新潟県 長岡市 イオン長岡店 0258-28-0880 新潟県長岡市古正寺 １ー２４９ー１ 
新潟県 長岡市 アピタ　長岡店 025-829-6111 新潟県長岡市千秋２ー２７８  
新潟県 長岡市 カワチ薬品　長岡店 0258-29-6011 新潟県長岡市喜多町字鐙潟７５５  
新潟県 長岡市 マツモトキヨシ マツモトキヨシＣｏＣｏＬｏ長岡店 0258-36-7708 新潟県長岡市城内町 １ー６１１ー１ 長岡駅ビル１階
新潟県 長岡市 ドラッグストアマツモトキヨシ 七日町店 0258-22-5060 新潟県長岡市七日町字川原 ４２８ー１ 
新潟県 新発田市 イオン新発田店 0254-21-7500 新潟県新発田市住吉町 ５ー１１ー５ 
新潟県 上越市 イオン上越店 0255-21-2300 新潟県上越市富岡３４５７番地  

新潟県 佐渡市 ドラッグストアマツモトキヨシ 佐渡金井店 0259-61-1750 新潟県佐渡市泉３番地  

山梨県 甲府市 ツルハ ツルハドラッグ和戸店 0552-36-0108 山梨県甲府市和戸町８１４ー１ フレスポ甲府東ＳＣ内 
山梨県 甲府市 カワチ薬品　小瀬店 055-244-1251 山梨県甲府市上町２４２５ー１  
山梨県 甲府市 ツルハ ツルハドラッグ甲府国母店 055-221-8268 山梨県甲府市国母２丁目 ３番１５号 
山梨県 甲府市 薬マツモトキヨシ セレオ甲府店 055-221-1320 山梨県甲府市丸の内１ー１ー８ セレオ甲府店３Ｆ 
山梨県 富士吉田市 ビューティーＱ 0555-23-1115 山梨県富士吉田市上吉田２ー５ー １富士急ターミナルビル１Ｆ 
山梨県 笛吹市 ツルハ ツルハドラッグ笛吹店 055-261-8030 山梨県笛吹市石和町広瀬 ２２５オギノ笛吹ＳＣ内 
山梨県 甲州市 ツルハ ツルハドラッグ甲州塩山店 0553-32-6268 山梨県甲州市塩山上於曽 ８５３ー１ 
山梨県 中央市 ツルハ ツルハドラッグ山梨中央店 055-278-6228 山梨県中央市下河東２ー３  
山梨県 中巨摩郡昭和町 イトーヨーカドー甲府昭和店 055-268-1311 山梨県中巨摩郡昭和町西条１３ー １ 

山梨県 中巨摩郡昭和町 イオン甲府昭和店 055-268-0580 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰 １５０５ー１ 

長野県 長野市 イトーヨーカドー長野店 026-234-1011 長野県長野市権堂町２２０１  
長野県 長野市 西友　川中島店 026-284-8441 長野県長野市川中島町今井字 薬師堂１８１４ー１ 
長野県 長野市 ウエルシア 長野若槻大通り店 026-259-1858 長野県長野市徳間１ー５ー２６  
長野県 長野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 長野南店 026-254-7573 長野県長野市稲里町中央 １ー２１ー１ 
長野県 長野市 ウエルシア長野若穂店 026-282-7223 長野県長野市若穂綿内４４５番地  
長野県 長野市 ウエルシア 長野三輪店 026-238-6080 長野県長野市三輪 ６丁目１００１ー１ 
長野県 長野市 薬　マツモトキヨシ ＭＩＤＯＲＩ長野店 026-267-5180 長野県長野市南千歳 １ー２２ー６ ＭＩＤＯＲＩ長野１Ｆ
長野県 松本市 イオン南松本店 0263-29-0011 長野県松本市双葉３５８ー１  
長野県 松本市 イトーヨーカ堂 南松本店 0263-27-8111 長野県松本市高宮中１ー２０  
長野県 松本市 イトーヨーカドーアリオ松本店 0263-36-2311 長野県松本市深志 １ー２ー３０ 
長野県 松本市 ドラッグストアマツモトキヨシ そうざ店 0263-38-1482 長野県松本市大字惣社 ５１４ー１１ 
長野県 松本市 ドラッグストアマツモトキヨシ寿店 0263-59-6319 長野県松本市寿中１ー１４ー７  
長野県 松本市 ウエルシア 松本渚店 0263-24-1508 長野県松本市渚１ー７ー１  
長野県 松本市 ドラッグストアマツモトキヨシ 南松本店 0263-24-0331 長野県松本市高宮南１ー２６  
長野県 松本市 ウエルシア薬局　松本高宮西店 0263-24-0005 長野県松本市高宮西３番１号  
長野県 松本市 マツモトキヨシ 薬マツキヨＭＩＤＯＲＩ松本店 0263-36-3980 長野県松本市深志１丁目１番１号  
長野県 上田市 イオン上田店 0268-29-8181 長野県上田市常田２ー１２ー１８  
長野県 上田市 イトーヨーカドーアリオ上田店 0268-27-6611 長野県上田市天神３丁目５番１号 アリオ上田店内 



長野県 上田市 ウエルシア 上田山口店 0268-27-1188 長野県上田市上田山口 １２２１ー１ 
長野県 上田市 ウエルシア 上田しおだ野店 0268-23-6838 長野県上田市神畑５００番地  
長野県 上田市 ウエルシア薬局　上田真田店 0268-72-8733 長野県上田市真田町本原 字下間当７４６ー１ 
長野県 岡谷市 アピタ岡谷店 0266-23-7666 長野県岡谷市銀座１ー１ー５  
長野県 岡谷市 ファミリードラッグ 岡谷若宮店 0266-21-5188 長野県岡谷市若宮１ー３ー２３  
長野県 岡谷市 ウエルシア薬局　岡谷長地店 0266-26-2510 長野県岡谷市長地権現町 １－７－３２ 
長野県 岡谷市 ドラッグストアマツモトキヨシ レイクウォーク岡谷店 0266-21-1050 長野県岡谷市銀座１ー１ー５ レイクウォーク岡谷１Ｆ 
長野県 飯田市 イオン飯田店 0265-52-9111 長野県飯田市上郷飯沼１５７５  
長野県 飯田市 アピタ飯田店 0265-52-5630 長野県飯田市鼎名古熊２４６１  
長野県 飯田市 ドラッグストアマツモトキヨシ かなえ店 0265-56-8670 長野県飯田市鼎名古熊 ２０８１ー１ 
長野県 飯田市 ファミリードラック伊賀良店 0265-25-9182 長野県飯田市大瀬木３９９０ー３  
長野県 飯田市 ファミリードラッグ 上郷店 0265-21-4010 長野県飯田市上郷飯沼 ２２１９ー１ 
長野県 飯田市 ツルハ ツルハドラッグ飯田上郷店 0265-21-4137 長野県飯田市上郷飯沼 １４５２ー３ 
長野県 諏訪市 ドラッグストアマツモトキヨシ 赤沼店 0266-58-8978 長野県諏訪市四賀赤沼１６２５  
長野県 諏訪市 ウエルシア薬局　諏訪四賀店 0266-54-2862 長野県諏訪市大字四賀字赤沼 １７５３ 
長野県 小諸市 ウエルシア 小諸みかげ店 0267-23-0138 長野県小諸市御影新田 ２５７８ー１ 
長野県 伊那市 ベルシャイン　伊那店 0265-76-2111 長野県伊那市 伊那部日影４３５－１ 
長野県 伊那市 アピタ　伊那店 0265-72-1331 長野県伊那市伊那 字下川原５１９８ 
長野県 伊那市 ウエルシア薬局　伊那上新田店 0265-71-6810 長野県伊那市上新田２０２１番地  
長野県 伊那市 ツルハドラッグ ツルハドラッグ伊那福島店 0265-71-6268 長野県伊那市福島２２６  
長野県 伊那市 ウエルシア　伊那上牧店 0265-71-5067 長野県伊那市上牧６５９０  
長野県 駒ヶ根市 ツルハ ツルハドラッグ駒ヶ根店 0265-82-7507 長野県駒ヶ根市下市場 １２番１号 
長野県 駒ヶ根市 ドラッグストアマツモトキヨシ 駒ヶ根塩木店 0265-82-8870 長野県駒ヶ根市赤穂 ４０２６－１ 
長野県 中野市 ウエルシア 中野駅前店 0269-24-5078 長野県中野市西条字並柳１２６９  
長野県 大町市 ドラッグストアマツモトキヨシ フレスポ大町店 0261-21-2320 長野県大町市大町３５００ー７  
長野県 茅野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 諏訪ステーションパーク店 0266-71-1450 長野県茅野市中沖１３ー６  
長野県 茅野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 長峰店 0266-71-2555 長野県茅野市宮川１１３５９ー１  
長野県 茅野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 上原店 0266-73-7177 長野県茅野市ちの２４３ー７  
長野県 茅野市 ウエルシア茅野本町店 0266-82-8210 長野県茅野市本町西４６０４ー１  
長野県 塩尻市 ファミリードラッグ 塩尻ギャザ店 0263-51-6256 長野県塩尻市広丘野村 １６８８ー１ 
長野県 佐久市 イオン佐久平店 0267-65-8711 長野県佐久市佐久平駅南 １１ー１０ 
長野県 佐久市 ウエルシア　佐久 インターウェーブ店 0267-65-8188 長野県佐久市小田井６１３ 佐久小田井ショッピングセンター 内
長野県 佐久市 ウエルシア 佐久野沢店 0267-64-8978 長野県佐久市野沢２４８ー１外  
長野県 佐久市 ウエルシア　佐久中込店 0267-64-6755 長野県佐久市中込４７７ー５  
長野県 佐久市 ウエルシア 佐久市役所前店 0267-64-2550 長野県佐久市中込３０１５ー１  
長野県 千曲市 ウエルシア 千曲稲荷山店 026-273-6218 長野県千曲市大字稲荷山治田町 １３３２ 
長野県 千曲市 ウエルシア 千曲内川店 026-261-5530 長野県千曲市大字内川 ６７７番地１ 
長野県 東御市 ウエルシア 東部かのう店 0268-64-5118 長野県東御市字和３１７８  
長野県 安曇野市 イオン豊科店 0263-72-3177 長野県安曇野市豊科 ４２７２ー１０ 
長野県 安曇野市 ウエルシア安曇野インター店 0263-71-1512 長野県安曇野市豊科田沢 ６９５６ー１ 
長野県 北佐久郡軽井沢町 ドラッグストアマツモトキヨシ 軽井沢店 0267-44-3180 長野県北佐久郡軽井沢町長倉 ２６６９ー１ 
長野県 諏訪郡下諏訪町 イオン諏訪店 0266-28-6211 長野県諏訪郡下諏訪町湖浜 ６１３３ 
長野県 諏訪郡富士見町 ファミリードラッグ 富士見店 0266-61-2190 長野県諏訪郡富士見町落合 １０７７８ー９ 
長野県 下伊那郡高森町 ファミリードラッグ 高森店 0265-34-3211 長野県下伊那郡高森町山吹 ４５１３ 
長野県 東筑摩郡筑北村 ウエルシア 筑北聖南店 0263-66-1567 長野県東筑摩郡筑北村西条 ３４１２ 

長野県 上水内郡飯綱町 ウエルシア 長野飯綱店 026-253-3378 長野県上水内郡飯綱町大字平出 ２８３８番地１ 

（以上）


