
都道府県 市区町村 店名 電話番号 住所

福岡県 北九州市門司区 サンキュードラッグ 稲積店 093-382-0039 福岡県北九州市門司区稲積 １ー１１ー１１ 

福岡県 北九州市門司区 サンキュードラッグ 社ノ木薬局 093-382-3639 福岡県北九州市門司区社ノ木 １丁目１６番６号 
福岡県 北九州市若松区 イオン若松店 093-772-1515 福岡県北九州市若松区ニ島 １－３－１ 
福岡県 北九州市若松区 マツモトキヨシ 上熊本駅通店 096-312-3825 熊本県熊本市西区上熊本 ２丁目１６ー１７ 
福岡県 北九州市戸畑区 サンキュードラッグ ミュー戸畑薬局 093-873-6739 福岡県北九州市戸畑区汐井町 １ー１ 
福岡県 北九州市小倉北区 サンキュードラッグ 砂津店 093-512-7039 福岡県北九州市小倉北区砂津 ３ー１ー１ー１１００ 
福岡県 北九州市小倉北区 ドラッグイレブン魚町店 093-513-6088 福岡県北九州市小倉北区魚町 ３－１－１０ 
福岡県 北九州市小倉北区 サンキュードラッグ 重住店 093-921-0039 福岡県北九州市小倉北区重住 ３ー３ー５ 
福岡県 北九州市小倉北区 サンキュードラッグ 到津店 093-654-6839 福岡県北九州市小倉北区上到津 ４ー２ー１ 
福岡県 北九州市小倉北区 サンキュードラッグ 黒原薬局 093-932-9039 福岡県北九州市小倉北区熊本 ４丁目２番３４号 
福岡県 北九州市小倉北区 サンキュードラッグ 朝日ヶ丘店 093-562-1639 福岡県北九州市小倉北区朝日ケ丘 ３番１８号 
福岡県 北九州市小倉北区 サンキュードラッグ 大畠薬局 093-513-1639 福岡県北九州市小倉北区大畠 ３丁目２番４７号 
福岡県 北九州市小倉北区 サンキュードラッグ 三萩野薬局 093-932-1539 福岡県北九州市小倉北区吉野町 １０番１９号 
福岡県 北九州市小倉北区 サンキュードラッグ ハローパーク大手町薬局 093-562-5839 福岡県北九州市小倉北区大手町 １３番３４号 
福岡県 北九州市小倉北区 ウォンツ小倉三萩野店 093-932-3055 福岡県北九州市小倉北区三萩野 ２丁目２ー１ 
福岡県 北九州市小倉南区 ドラッグイレブン下曽根駅前店 093-472-8210 福岡県北九州市小倉南区田原新町 ２－２４９－２ 
福岡県 北九州市小倉南区 ドラッグイレブン企救丘店 093-965-1162 福岡県北九州市小倉南区企救丘 ２－８５１－１２ 
福岡県 北九州市小倉南区 大信薬局 くすりのフタバ徳力店 093-963-6008 福岡県北九州市小倉南区徳力 ６－１０－１４ 
福岡県 北九州市小倉南区 ドラッグセイムス小倉貫店 093-474-3336 福岡県北九州市小倉南区貫 １－４－５ 
福岡県 北九州市小倉南区 ドラッグストアマツモトキヨシ サニーサイドモール小倉店 093-474-2561 福岡県北九州市小倉南区 下曽根新町１０番１号 
福岡県 北九州市八幡東区 イオン八幡東店 093-663-8111 福岡県北九州市八幡東区東田 ３－２ 
福岡県 北九州市八幡東区 サンキュードラッグ 平野店 093-663-2039 福岡県北九州市八幡東区平野 ３丁目１番３号 
福岡県 北九州市八幡西区 サンキュードラッグ 千代ケ崎薬局 093-693-2139 福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎 ２ー２ー２４ 
福岡県 北九州市八幡西区 サンキュードラッグ コスパ相生薬局 093-631-5239 福岡県北九州市八幡西区鉄竜 １ー３ー１６ 
福岡県 北九州市八幡西区 ウォンツ黒崎店 093-644-7757 福岡県北九州市八幡西区西曲里町 ３ー１ 
福岡県 福岡市東区 イオン香椎浜店 092-673-6100 福岡県福岡市東区香椎浜 ３－１２－１ 
福岡県 福岡市東区 ドラッグイレブンドラッグイレブン名島店 092-668-1131 福岡県福岡市東区名島３丁目 ３ー７ 
福岡県 福岡市東区 ドラッグイレブンドラッグイレブン筥崎宮前店 092-645-1180 福岡県福岡市東区馬出４丁目 ９番１５号 
福岡県 福岡市博多区 コクミン 博多マイング店 092-441-6446 福岡県福岡市博多区博多駅中央街 １－１ 
福岡県 福岡市博多区 ドラッグイレブン板付店 092-587-2220 福岡県福岡市博多区板付 ４－２－２３ 
福岡県 福岡市博多区 ドラッグイレブン中洲川端店 092-263-6510 福岡県福岡市博多区上川端町 １１－２８７ 
福岡県 福岡市博多区 ドラッグイレブン吉塚店 092-624-2660 福岡県福岡市博多区吉塚 ３－７－１５ 
福岡県 福岡市博多区 ドラッグイレブン博多駅前店 092-432-7801 福岡県福岡市博多区博多駅前 ４－４－１ 
福岡県 福岡市博多区 薬マツモトキヨシキャナルＣ博多店 092-262-0707 福岡県福岡市博多区住吉 １ー２ー２５ キャナルシティビジネスセンター
福岡県 福岡市博多区 ドラッグイレブンはかた駅前通り店 092-461-7611 福岡県福岡市博多区博多駅前 ３ー２７ー２５ 
福岡県 福岡市博多区 ドラッグイレブン博多駅筑紫口店 092-432-1137 福岡県福岡市博多区博多駅東 ２丁目３番１号 
福岡県 福岡市博多区 ドラッグイレブン博多駅中央街店 092-418-1108 福岡県福岡市博多区 博多駅中央街８ー２７ 
福岡県 福岡市博多区 ツルハドラッグ中洲川端店 092-273-2020 福岡県福岡市博多区上川端町 ９ー１６８ 
福岡県 福岡市中央区 イオンスタイル笹丘 092-725-1147 福岡県福岡市中央区笹丘 １－２８－７４ 
福岡県 福岡市中央区 コクミン 天神ファーボ店 092-739-1593 福岡県福岡市中央区天神２－９ 新天町地下ファーボ内 

【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。 



福岡県 福岡市中央区 ドラッグイレブン六本松店 092-739-4488 福岡県福岡市中央区六本松 ４－１３－２８ 
福岡県 福岡市中央区 薬マツモトキヨシみーな天神店 092-741-0230 福岡県福岡市中央区天神 ４ー３ー８ 地下１階
福岡県 福岡市中央区 ドラッグイレブン赤坂店 092-738-0311 福岡県福岡市中央区大名 ２－４－２２ 
福岡県 福岡市中央区 薬マツモトキヨシ天神地下街店 092-741-9511 福岡県福岡市中央区天神２ 地下１号　０２５ 
福岡県 福岡市中央区 ドラッグイレブン清川店 092-534-8251 福岡県福岡市中央区清川 ３－２０－６ 
福岡県 福岡市中央区 ドラッグセイムス福岡梅光園薬局 092-726-2210 福岡県福岡市中央区梅光園 ３ー３ー８ 
福岡県 福岡市中央区 ドラッグイレブンドラッグイレブン天神今泉店 092-718-1175 福岡県福岡市中央区今泉 ２丁目４ー４１ サンシティパーキング天神１Ｆ
福岡県 福岡市中央区 ドラッグイレブン薬院店 092-521-1131 福岡県福岡市中央区薬院 ３丁目５番５号 
福岡県 福岡市南区 ドラッグイレブン清水店 092-554-6051 福岡県福岡市南区清水４－２－１  
福岡県 福岡市南区 ドラッグイレブンドラッグイレブン老司店 092-583-3100 福岡県福岡市南区老司２丁目 ７ー１１ 
福岡県 福岡市西区 イオン福岡伊都店 092-805-8100 福岡県福岡市西区徳永 １１３－１ 
福岡県 福岡市西区 コクミンえきマチ１丁目姪浜店 092-882-4890 福岡県福岡市西区姪の浜 ４－８－２ えきマチ１丁目内
福岡県 福岡市西区 薬マツモトキヨシマリノアシティ福岡店 092-883-7707 福岡県福岡市西区小戸 ２ー１２ー３０ マリノアシティ２Ｆ　Ｍ２０３
福岡県 福岡市西区 ドラッグイレブンドラッグイレブン伊都店 092-805-1138 福岡県福岡市西区西都 １ー１５ー５ 
福岡県 福岡市城南区 ドラッグイレブン片江店 092-874-1181 福岡県福岡市城南区片江 ３丁目１ー１ 
福岡県 福岡市早良区 コクミン ボンラパス百道店 092-833-1593 福岡県福岡市早良区百道浜 １ー２ー１ 
福岡県 福岡市早良区 ドラッグイレブン西新店 092-833-7378 福岡県福岡市早良区西新 ４－８－３６ 
福岡県 福岡市早良区 ドラッグイレブン原店 092-842-1330 福岡県福岡市早良区原 ６－２３－２５ 
福岡県 福岡市早良区 ドラッグセイムス早良南庄薬局 092-852-8150 福岡県福岡市早良区南庄１丁目 １番２４号 
福岡県 福岡市早良区 ドラッグイレブンドラッグイレブン高取店 092-833-1102 福岡県福岡市早良区昭代３丁目 ７番９号 
福岡県 大牟田市 イオン大牟田店 0944-59-2700 福岡県大牟田市岬町３－４  
福岡県 直方市 イオン直方店 0949-29-8900 福岡県直方市湯野原 ２－１－１ 
福岡県 直方市 ドラッグイレブン直方店 0949-29-1182 福岡県直方市大字知古７５６ー２ サンリブのおがた内 
福岡県 飯塚市 イオン穂波店 0948-26-1717 福岡県飯塚市枝国長浦 ６６６－１５ 
福岡県 行橋市 ドラッグイレブン行橋店 0930-26-1760 福岡県行橋市西宮市４－２－２０  
福岡県 行橋市 ドラッグセイムス行橋西宮市店 0930-26-6388 福岡県行橋市西宮市 １－１２－１３ 
福岡県 小郡市 イオン小郡店 0942-41-7100 福岡県小郡市大保字弓場１１０  
福岡県 筑紫野市 タナベ薬局 092-926-7538 福岡県筑紫野市美しが丘南 ５－４－１４ 
福岡県 筑紫野市 ドラッグイレブンシュロアモール筑紫野店 092-919-7610 福岡県筑紫野市原田８３６－５  
福岡県 大野城市 イオン大野城店 092-572-2100 福岡県大野城市錦町 ４ー２ 
福岡県 大野城市 ドラッグイレブン若草店 092-583-9200 福岡県大野城市牛頸１５６９－１  
福岡県 大野城市 ドラッグイレブン大野城川久保店 092-583-4056 福岡県大野城市川久保１－２－１  
福岡県 大野城市 ドラッグイレブン白木原店 092-915-1131 福岡県大野城市白木原 ５－６１４－１ 
福岡県 大野城市 ドラッグイレブン上大利店 092-589-2261 福岡県大野城市上大利６４９－４  
福岡県 古賀市 ドラッグイレブンプラムガーデン花見東店 092-941-1335 福岡県古賀市花見東 ４－１３－３０ 
福岡県 福津市 イオン福津店 0940-38-5600 福岡県福津市日蒔野６丁目 １６番地の１ 
福岡県 糟屋郡志免町 イオン福岡東店 092-611-2121 福岡県糟屋郡志免町別府北 ２ー１４ー１ 
福岡県 糟屋郡志免町 ドラッグイレブン志免店 092-957-7705 福岡県糟屋郡志免町南里字寺町 ４１３－１ 
福岡県 糟屋郡新宮町 ドラッグイレブン新宮本店 092-941-2700 福岡県糟屋郡新宮町美咲 ２－１－４１ 
福岡県 糟屋郡久山町 ドラッグイレブントリアス久山店 092-652-3551 福岡県糟屋郡久山町山田 １１３４－１ 
福岡県 糟屋郡粕屋町 イオン福岡店 092-939-7700 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木 １９２－１ 
福岡県 遠賀郡岡垣町 サンキュードラッグ 岡垣薬局 093-281-1039 福岡県遠賀郡岡垣町野間 ２８５ー１ 
福岡県 京都郡苅田町 ドラッグイレブン苅田店 093-435-3910 福岡県京都郡苅田町殿川町 １－１５８ 

福岡県 築上郡築上町 ドラッグイレブン椎田店 0930-57-4121 福岡県築上郡築上町宇留津 ９０－１ 

佐賀県 佐賀市 イオン佐賀大和店 0952-62-7128 佐賀県佐賀市大和町尼寺３５３５  

佐賀県 佐賀市 コクミン 佐賀駅店 0952-23-2611 佐賀県佐賀市駅前中央１丁目 １１－１

佐賀県 唐津市 イオン唐津店 0955-77-4506 佐賀県唐津市鏡字立神４６７１  
長崎県 長崎市 イオンチトセピア店 095-846-1147 長崎県長崎市千歳町５－１  
長崎県 長崎市 ドラッグイレブン住吉店 095-841-8101 長崎県長崎市住吉町３－１ サン住吉店内 



長崎県 長崎市 マツモトキヨシ みらい長崎ココウォーク店 095-848-8151 長崎県長崎市茂里町１番５５号  
長崎県 長崎市 薬マツモトキヨシ浜の町店 095-826-3551 長崎県長崎市浜町４番９号  
長崎県 長崎市 ドラッグイレブン本原店 095-845-1156 長崎県長崎市本原１３ー１４  
長崎県 長崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ愛宕店 095-811-3103 長崎県長崎市愛宕四丁目 １８ー２０
長崎県 佐世保市 イオン大塔店 0956-27-2222 長崎県佐世保市大塔町 １４－２ＨＢＣ 
長崎県 佐世保市 ドラッグイレブン早岐店 0956-27-5280 長崎県佐世保市早岐１－１６－７  
長崎県 佐世保市 マツモトキヨシ クロスガーデン広田店 0956-38-2285 長崎県佐世保市広田４丁目 ４番３号 
長崎県 佐世保市 マツモトキヨシ 大野モール店 0956-40-0520 長崎県佐世保市瀬戸越 ４ー６ー１ 
長崎県 佐世保市 マツモトキヨシ 四ヶ町店 0956-24-4844 長崎県佐世保市本島町４ー２６  
長崎県 佐世保市 ドラッグストアマツモトキヨシ山祇店 0956-46-5031 長崎県佐世保市山祇町３２９ー６  
長崎県 大村市 イオン大村店 0957-27-3456 長崎県大村市幸町 ２５番地の２００ 
長崎県 松浦市 ドラッグストアマツモトキヨシ松浦店 0956-73-0150 長崎県松浦市志佐町里免 ３３９ー１ 

長崎県 西海市 マツモトキヨシ 西海店 0959-37-7020 長崎県西海市西彼町小迎郷 １０３６ー１ 

熊本県 熊本市中央区 ドラッグイレブン江津店 096-212-8151 熊本県熊本市中央区江津 ２ー３９１ 
熊本県 熊本市中央区 ドラッグイレブン上通り店 096-212-6200 熊本県熊本市中央区上通町 ６－２２　上通り中央ビル１Ｆ 
熊本県 熊本市中央区 マツモトキヨシ べスト電器熊本下通店 096-324-6162 熊本県熊本市中央区下通 ２ー２ー３１ 
熊本県 熊本市中央区 ドラッグイレブン帯山店 096-386-6757 熊本県熊本市中央区帯山 １ー１９ー２９ 
熊本県 熊本市中央区 ドラッグストアマツモトキヨシ黒髪店 096-215-0133 熊本県熊本市中央区薬園町 １０ー４ 
熊本県 熊本市中央区 ＠ｃｏｓｍｅ　ｓｔｏｒｅ ＴＳＵＴＡＹＡ熊本三年坂店 096-212-9151 熊本県熊本市中央区安政町１ー２ カリーノ下通 
熊本県 熊本市東区 ドラッグイレブン健軍店 096-331-7801 熊本県熊本市東区健軍本町 ２１ー３ 
熊本県 熊本市南区 マツモトキヨシ ロックタウン西熊本店 096-311-3050 熊本県熊本市南区島町 ３丁目１番１号 
熊本県 熊本市北区 コスモ２１　Ｄセイムス麻生田店 096-348-7810 熊本県熊本市北区麻生田 ２丁目１４－１７ 
熊本県 八代市 イオン八代店 0965-35-0111 熊本県八代市沖町６番割 ３９８７－３ 
熊本県 八代市 コスモ２１　Ｄセイムス八代店 0965-34-7637 熊本県八代市新町１－１４  
熊本県 人吉市 コスモ２１　人吉店 0966-26-3421 熊本県人吉市鬼木町芦原 ７５０－１ 
熊本県 荒尾市 マツモトキヨシ ロックタウン荒尾店 0968-62-3461 熊本県荒尾市原万田字八反田 ６３０ー１ 
熊本県 玉名市 コスモ２１　伊倉店 0968-71-0139 熊本県玉名市片諏訪字堀田 ２６４－１ 
熊本県 玉名市 コスモ２１　築地店 0968-76-7008 熊本県玉名市築地字大坪２０５  
熊本県 玉名市 ドラッグイレブン玉名店 0968-76-7666 熊本県玉名市立願寺池田上 ２１１－１ 
熊本県 菊池市 コスモ２１　Ｄセイムス泗水店 0968-23-8680 熊本県菊池市泗水町豊水３３３６  
熊本県 玉名郡和水町 コスモ２１　菊水店 0968-71-8122 熊本県玉名郡和水町江田 ３８９３－１ 

熊本県 上益城郡嘉島町 イオンモール熊本店 096-237-5022 熊本県上益城郡嘉島町上島字長池 ２２３２ 

大分県 大分市 イオン高城店 097-554-0200 大分県大分市高城西町 ２８番１号 
大分県 大分市 イオンパークプレイス大分店 097-528-7500 大分県大分市公園通り西２丁目１  
大分県 大分市 スーパードラッグノザキ皆春店 097-528-8773 大分県大分市皆春５１４ー４  
大分県 大分市 スーパードラッグノザキ羽屋店 097-545-0800 大分県大分市大字羽屋字国政 ２９ー４ 
大分県 大分市 ドラッグイレブン新春日店 097-514-1538 大分県大分市新春日町２－３－９  
大分県 大分市 スーパードラッグノザキ岩田店 097-504-7228 大分県大分市大字津留 １９１１ー１ 
大分県 大分市 ミズアンドダテ コスメガーデンさくら 097-528-7423 大分県大分市公園通り西２－１ パークプレイス大分１Ｆ 
大分県 大分市 ドラッグイレブン森町店 097-522-7535 大分県大分市森町５９２  
大分県 大分市 ドラッグイレブン松岡店 097-528-7350 大分県大分市大字毛井１６  
大分県 大分市 スーパードラッグノザキ坂ノ市店 097-593-0828 大分県大分市坂ノ市中央 ２ー５ー８ 
大分県 大分市 スーパードラッグノザキ葛木店 097-523-3318 大分県大分市葛木３２９ー１  
大分県 大分市 薬マツモトキヨシパークプレイス大分店 097-520-7827 大分県大分市公園通り西２ー１  
大分県 大分市 スーパードラッグノザキ寒田店 097-503-9010 大分県大分市大字寒田 １１５０ー５ 
大分県 大分市 スーパードラッグノザキ春日店 097-573-7800 大分県大分市西春日町５９  
大分県 大分市 薬マツモトキヨシフレスポ春日浦店 097-573-8222 大分県大分市王子北町５ー９  
大分県 大分市 スーパードラッグノザキわさだ店 097-586-1510 大分県大分市大字市５３１番地  
大分県 大分市 薬マツモトキヨシセントポルタ中央町店 097-534-4455 大分県大分市中央町１丁目 １番１１号 



大分県 大分市 薬マツモトキヨシ花高松店 097-503-1272 大分県大分市花高松１丁目 ２ー８ 
大分県 大分市 ドラッグイレブンＪＲ大分駅店 097-547-1161 大分県大分市金池南１ー１ー５ 大分駅南立体駐車場棟１Ｆ 
大分県 大分市 マツモトキヨシアクロスプラザ大分駅南店 097-573-6899 大分県大分市東大道１丁目 ３番１号 
大分県 大分市 ドラッグセイムス大分金池南店 097-573-5045 大分県大分市金池南二丁目 １０番１号 
大分県 別府市 スーパードラッグノザキやまなみ店 0977-27-7666 大分県別府市鶴見１３７ー１  
大分県 別府市 スーパードラッグノザキ流川通店 0977-27-3966 大分県別府市中島町２４１５ー１  
大分県 別府市 スーパードラッグノザキ観光港店 0977-73-9700 大分県別府市船小路町１ー３０  
大分県 中津市 イオン三光店 0979-26-8300 大分県中津市三光佐知 １０３２－３ 
大分県 中津市 スーパードラッグノザキ沖代店 0979-26-0007 大分県中津市上池永１２４５ー１  
大分県 佐伯市 スーパードラッグノザキ中の島店 0972-20-5777 大分県佐伯市中の島 １ー５７６４ー１ 
大分県 津久見市 スーパードラッグノザキ津久見店 0972-85-0711 大分県津久見市港町 ４１４２ー１５１ 
大分県 由布市 イオン挾間店 097-586-3800 大分県由布市挾間町北方７７番地 ＨＢＣ 
大分県 由布市 ドラッグイレブン大分医大前店 097-586-3030 大分県由布市挾間町医大ケ丘 ３－１２３３－２ 

大分県 速見郡日出町 ドラッグストアマツモトキヨシ日出店 0977-28-1919 大分県速見郡日出町 ３２４４ー１ 

宮崎県 宮崎市 イズミヤ宮崎店 0985-50-3220 宮崎県宮崎市京塚町 １丁目５番１号 
宮崎県 宮崎市 イオン宮崎店 0985-27-2241 宮崎県宮崎市新別府町江口 ８６２－１ 
宮崎県 宮崎市 ドラッグイレブン小松店 0985-30-4267 宮崎県宮崎市大字小松 １０６１－１ 
宮崎県 宮崎市 ドラッグイレブン佐土原店 0985-30-1830 宮崎県宮崎市佐土原町下田島 ９６３６－１ 
宮崎県 宮崎市 ＭＡＳＡＹＡ カラースタジオイオンモール宮崎店 0985-60-8008 宮崎県宮崎市新別府町江口 ８６２－１ 
宮崎県 宮崎市 Ｄｅｓａｋｉ宮崎店 0985-33-9339 宮崎県宮崎市吉村町東部 第２土地区画整理事業地内 ３９街区６
宮崎県 宮崎市 ドラッグイレブンドラッグイレブン江平店 0985-35-3933 宮崎県宮崎市江平町 １丁目２ー５ 
宮崎県 宮崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 南宮崎店 0985-59-3363 宮崎県宮崎市大淀 ３丁目４ー３０ 
宮崎県 延岡市 イオン延岡店 0982-23-1700 宮崎県延岡市旭町２－２－１  

宮崎県 児湯郡都農町 ドラッグイレブン都農店 0983-21-2702 宮崎県児湯郡都農町大字川北 ５４０３－３ 

鹿児島県 鹿児島市 イオン鹿児島鴨池店 099-257-4833 鹿児島県鹿児島市鴨池 ２－２６－３０ 
鹿児島県 鹿児島市 イオン鹿児島店 099-263-1800 鹿児島県鹿児島市東開町７  
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグイレブンいづろ店 099-219-7615 鹿児島県鹿児島市中町５－２５  
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグイレブン伊敷梅ケ渕店 099-246-1885 鹿児島県鹿児島市伊敷町 ６６４０－１ 
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグイレブン伊敷店 099-218-1972 鹿児島県鹿児島市下伊敷 １－４７－２３ 
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグイレブン下荒田店 099-812-6221 鹿児島県鹿児島市下荒田 １－２－３１ 
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグセイムス鹿児島和田店 099-263-3764 鹿児島県鹿児島市和田 １－４４－１ 
鹿児島県 鹿児島市 薬マツモトキヨシオプシアミスミ店 099-259-0322 鹿児島県鹿児島市宇宿２ー３ー５  
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグイレブンＢｅｌｌｅｚｚａＩＤＵＲＯ 099-219-1403 鹿児島県鹿児島市金生町１丁目１  
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグストアマツモトキヨシピュアタウン武岡店 099-282-8166 鹿児島県鹿児島市武岡 １丁目１１５番５号 
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグストアマツモトキヨシ紫原店 099-213-0301 鹿児島県鹿児島市紫原 ４ー１ー１ 
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグストアマツモトキヨシ 宇宿店 099-275-8263 鹿児島県鹿児島市宇宿 ９ー１ー７ 
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグストアマツモトキヨシ 花棚店 099-295-8820 鹿児島県鹿児島市川上町 ５７０ー１ 
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグストアマツモトキヨシ 原良店 099-255-6689 鹿児島県鹿児島市原良１丁目 ７ー１０ 
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグストアマツモトキヨシ 中山店 099-266-5228 鹿児島県鹿児島市中山 ２ー４４ー１ 
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグイレブンたわわタウン谷山店 099-210-1171 鹿児島県鹿児島市西谷山 １ー５ー６ 
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグイレブン鹿児島中央駅西口店 099-214-2311 鹿児島県鹿児島市中央町１番１号 えきマチ鹿児島１Ｆ 
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグセイムス鹿児島皇徳寺店 099-284-7271 鹿児島県鹿児島市皇徳寺台 二丁目１番３号 
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグイレブン上荒田店 099-214-2611 鹿児島県鹿児島市上荒田 ３９ー３０ 
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグストアマツモトキヨシ 天文館なや通り店 099-216-6011 鹿児島県鹿児島市中町６ー１
鹿児島県 鹿屋市 ドラッグイレブン寿店 0994-52-1006 鹿児島県鹿屋市寿７－４－３  
鹿児島県 鹿屋市 ドラッグストアマツモトキヨシ鹿屋大手町店 0994-40-7371 鹿児島県鹿屋市大手町 ７ー２０ 
鹿児島県 枕崎市 コスモ２１　枕崎店 0993-73-5688 鹿児島県枕崎市平田町１８０
鹿児島県 指宿市 ドラッグストアマツモトキヨシ 指宿店 0993-27-9955 鹿児島県指宿市西方１４９１ー１
鹿児島県 薩摩川内市 ドラッグイレブン川内大小路店 0996-20-8026 鹿児島県薩摩川内市大小路町 １７番１２号 



鹿児島県 日置市 薬マツモトキヨシ ソレイユタウン伊集院店 099-273-8778 鹿児島県日置市伊集院町徳重 三丁目９番地１ 
鹿児島県 霧島市 ドラッグイレブン姫城店 0995-44-7525 鹿児島県霧島市隼人町姫城 ３－２０８ 
鹿児島県 霧島市 ドラッグストアマツモトキヨシフレスポ国分店 0995-47-6580 鹿児島県霧島市国分広瀬 ２丁目４番１号 
鹿児島県 霧島市 ドラッグセイムス霧島溝辺店 0995-58-3739 鹿児島県霧島市溝辺町麓字麓原 １４１６番１
鹿児島県 いちき串木野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 串木野駅前店 0996-33-6624 鹿児島県いちき串木野市曙町 １２７ 
鹿児島県 志布志市 ドラッグイレブン志布志店 0994-72-7677 鹿児島県志布志市志布志町志布志 字下小西２４５７－３３ 
鹿児島県 奄美市 ドラッグイレブン奄美店 0997-57-7647 鹿児島県奄美市名瀬鳩浜町１０３  
鹿児島県 奄美市 ドラッグイレブン奄美朝仁店 0997-55-1155 鹿児島県奄美市名瀬朝仁新町 ２９ー４ 
鹿児島県 奄美市 ドラッグストアマツモトキヨシ 塩浜店 0997-57-6155 鹿児島県奄美市名瀬塩浜町 ４ー１３ 
鹿児島県 姶良市 イオン姶良店 0995-67-8400 鹿児島県姶良市西餠田 ２６４ー１ 
鹿児島県 薩摩郡さつま町 コスモ２１　船木店 0996-21-3630 鹿児島県薩摩郡さつま町船木 ２７６１－１
鹿児島県 姶良郡湧水町 コスモ２１　栗野店 0995-54-1388 鹿児島県姶良郡湧水町北方 ９１７－１ 
鹿児島県 肝属郡東串良町 コスモ２１　Ｄセイムス東串良店 0994-62-8121 鹿児島県肝属郡東串良町 岩弘字街道道添２６２１－１ 
鹿児島県 肝属郡錦江町 コスモ２１　大根占店 0994-28-3922 鹿児島県肝属郡錦江町城元 １１０１－１ 

鹿児島県 大島郡徳之島町 ドラッグストアマツモトキヨシ 亀津店 0997-81-1355 鹿児島県大島郡徳之島町亀津 ７３８２ 

沖縄県 那覇市 イオン那覇店 098-852-1515 沖縄県那覇市金城５－１０－２  
沖縄県 那覇市 ドラッグイレブン小禄店 098-840-1003 沖縄県那覇市赤嶺盛原２５３－７  
沖縄県 那覇市 薬マツモトキヨシあさと国際通り店 098-865-3500 沖縄県那覇市安里１－３－１３  
沖縄県 那覇市 ドラッグイレブン新都心おもろまち店 098-941-8455 沖縄県那覇市おもろまち ３－５－２２ 
沖縄県 那覇市 ドラッグストアマツモトキヨシ高良店 098-858-3200 沖縄県那覇市高良３－２－２３  
沖縄県 那覇市 ドラッグイレブン壺川店 098-833-8167 沖縄県那覇市壷川２丁目１－１４  
沖縄県 那覇市 ドラッグイレブン首里石嶺店 098-835-5231 沖縄県那覇市首里石嶺町４丁目 ２２１ー２０ 
沖縄県 那覇市 ドラッグイレブン国際通り店 098-860-9911 沖縄県那覇市牧志２丁目 １番７号 
沖縄県 那覇市 ミドリ薬品三原店 098-835-4888 沖縄県那覇市三原１丁目１３ー１  
沖縄県 那覇市 ドラッグイレブン天久店 098-951-0530 沖縄県那覇市銘苅２丁目１ー３０  
沖縄県 那覇市 ドラッグイレブン奥武山店 098-852-1104 沖縄県那覇市小禄 ４１４番地 
沖縄県 宜野湾市 サンエー宜野湾コンベンションシティ 098-897-3330 沖縄県宜野湾市字宇地泊 ５５８番地１０ 
沖縄県 宜野湾市 ドラッグイレブン宜野湾店 098-896-0333 沖縄県宜野湾市赤道２－３－２  
沖縄県 宜野湾市 薬マツモトキヨシまえはら店 098-897-2510 沖縄県宜野湾市真栄原 ３丁目７番５号 
沖縄県 宜野湾市 ドラッグイレブンはにんす宜野湾店 098-870-2612 沖縄県宜野湾市大山７－６－１ はにんす宜野湾内 
沖縄県 石垣市 ドラッグイレブン石垣店 098-084-3344 沖縄県石垣市真栄里２９９  
沖縄県 石垣市 ドラッグイレブン石垣八島店 0980-84-2411 沖縄県石垣市八島町 １丁目９番地５ 
沖縄県 浦添市 サンエー経塚シティ店 098-871-3333 沖縄県浦添市経塚６５２番地  
沖縄県 浦添市 ドラッグイレブンバークレーズ浦添店 098-870-0752 沖縄県浦添市西原２５４４－２  
沖縄県 浦添市 ドラッグストアマツモトキヨシまきみなと店 098-871-3111 沖縄県浦添市牧港４－１２－２  
沖縄県 浦添市 ドラッグイレブン伊祖店 098-871-1766 沖縄県浦添市伊祖２丁目２５－１  
沖縄県 浦添市 ドラッグイレブン経塚店 098-942-1160 沖縄県浦添市経塚 ５６７ 
沖縄県 名護市 イオン名護店 0980-54-8000 沖縄県名護市名護見取川原 ４４７２ 
沖縄県 名護市 ドラッグイレブン名護店 0980-54-9880 沖縄県名護市宮里１３９４  
沖縄県 名護市 薬マツモトキヨシ為又シティ店 098-053-3966 沖縄県名護市字為又 ９０４ー５ 
沖縄県 糸満市 薬マツモトキヨシしおざきシティ 098-992-8885 沖縄県糸満市潮崎町２－２  
沖縄県 糸満市 ドラッグイレブン糸満潮平店 098-840-8608 沖縄県糸満市潮平６８６－１  
沖縄県 糸満市 ドラッグイレブン糸満武富店 098-840-8707 沖縄県糸満市武富１９４ イオンタウン ショッピングセンター内
沖縄県 沖縄市 ドラッグストアマツモトキヨシ中の町店 098-930-3700 沖縄県沖縄市胡屋２－１－５６ サンエー中の町タウン３階 
沖縄県 沖縄市 ドラッグイレブン泡瀬店 098-921-4580 沖縄県沖縄市泡瀬４－４－３  
沖縄県 沖縄市 ドラッグイレブン古謝店 098-938-1100 沖縄県沖縄市古謝９７６番３  
沖縄県 豊見城市 ドラッグイレブン真玉橋店 098-891-6211 沖縄県豊見城市真玉橋３１３－１  
沖縄県 豊見城市 サンエー 豊見城ウイングシティ店 098-850-5100 沖縄県豊見城市高安２６１ー１  
沖縄県 豊見城市 ドラッグイレブン名嘉地店 098-840-6466 沖縄県豊見城市字名嘉地 ２５９ー４０ 



沖縄県 うるま市 サンエー 与勝シティ店 098-978-8888 沖縄県うるま市勝連南風原 ５１１１
沖縄県 うるま市 サンエー具志川メインシティ店 098-974-8778 沖縄県うるま市江洲４５０ー１  
沖縄県 うるま市 イオン具志川店 098-983-6565 沖縄県うるま市前原幸崎原３０３  
沖縄県 うるま市 ドラッグイレブン具志川店 098-979-1405 沖縄県うるま市みどり町 ４－１４－１１ 
沖縄県 宮古島市 ドラッグイレブン宮古店 0980-74-2828 沖縄県宮古島市平良西里１２９０  
沖縄県 宮古島市 ドラッグイレブン宮古高校前店 0980-74-1411 沖縄県宮古島市平良西里 ７１２ー１ 
沖縄県 宮古島市 サンエー ショッピングタウン宮古衣料館 0980-74-3322 沖縄県宮古島市平良西里４６３  
沖縄県 南城市 ドラッグイレブン佐敷店 098-852-5311 沖縄県南城市佐敷津波古西原 １１８９ 
沖縄県 中頭郡読谷村 ドラッグイレブン読谷店 098-921-9311 沖縄県中頭郡読谷村古堅７４０ （イオンタウン読谷 ショッピングセンター内）
沖縄県 中頭郡北谷町 イオン北谷店 098-982-7575 沖縄県中頭郡北谷町美浜８－３  
沖縄県 中頭郡北谷町 サンエー ハンビータウン店 098-936-9100 沖縄県中頭郡北谷町北前 １丁目２ー３ー５ 
沖縄県 中頭郡北谷町 ドラッグイレブン北谷店 098-921-7078 沖縄県中頭郡北谷町上勢頭 ５４５－１ 
沖縄県 中頭郡北谷町 薬マツモトキヨシ北谷はまがわ店 098-926-0374 沖縄県中頭郡北谷町字宮城 １－３７ 
沖縄県 中頭郡北中城村 イオンライカム店 098-983-8888 沖縄県中頭郡北中城村 アワセ土地区画整理 事業区域内４街区
沖縄県 中頭郡中城村 ドラッグストアマツモトキヨシなかぐすく店 098-942-3350 沖縄県中頭郡中城村南上原 ７９６－１ 
沖縄県 中頭郡中城村 ドラッグイレブン南上原店 098-942-3811 沖縄県中頭郡中城村南上原 ７２３番地 
沖縄県 中頭郡西原町 サンエー西原シティ店 098-946-6670 沖縄県中頭郡西原町嘉手苅 １１７ー２ 
沖縄県 島尻郡南風原町 サンエー津嘉山シティ店 098-882-7755 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山 １４７１ー２ 
沖縄県 島尻郡南風原町 イオン南風原店 098-888-2269 沖縄県島尻郡南風原町宮平２６４  
沖縄県 島尻郡南風原町 ドラッグイレブン津嘉山店 098-888-1181 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山 １２７７ー２ 
沖縄県 島尻郡八重瀬町 薬マツモトキヨシ八重瀬シティ店 098-998-3120 沖縄県島尻郡八重瀬町屋宜原 ９９番１号 

（以上）


