
都道府県 市区町村 店名 電話番号 住所

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 かすみがうら市 ツルハドラッグ 千代田店 0299-37-7708 茨城県かすみがうら市新治１８２７ー３２
茨城県 つくばみらい市 クリエイトＳ・Ｄ つくばみらい店 0297-20-5077 茨城県つくばみらい市絹の台１ー６ー１
茨城県 つくばみらい市 ツルハドラッグ みらい平店 0297-57-7780 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘１丁目２番地１
茨城県 つくばみらい市 ヤックスドラッグつくばみらい平店 0297-38-6125 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘５ー１ー１
茨城県 つくばみらい市 ドラッグストアクラモチ 谷和原店 0297-57-6111 茨城県つくばみらい市小絹９２５ー３
茨城県 つくばみらい市 ウエルシア みらい平駅前店 0297-58-7188 茨城県つくばみらい市小張３０９５
茨城県 つくばみらい市 ウエルシア つくばみらい伊奈店 0297-58-3198 茨城県つくばみらい市谷井田１３３２
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 Ｒ．Ｏ．Ｕ． つくば店 029-839-2113 茨城県つくば市稲岡６６ー１イオンモールつくば１階

茨城県 つくば市 ウエルシア つくば研究学園北店 029-848-5650
茨城県つくば市遠東１２２３ー２学園の森　Ｂ１９街区
１画地

茨城県 つくば市 ＭＥＧＡドン・キホーテ つくば店 029-863-3111 茨城県つくば市学園南３ー１６ー１

茨城県 つくば市 ヤックスドラッグつくばみどりの店 029-879-5671
茨城県つくば市萱丸一体型特定土地区画整理事業Ｂ３０
街区２

茨城県 つくば市 ウエルシア　つくば研究学園店 029-852-2808 茨城県つくば市苅間字篠前１６２８
茨城県 つくば市 コレコレつくば店 029-860-8260 茨城県つくば市研究学園７丁目５４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

茨城県 つくば市 ツルハドラッグ つくば研究学園店 029-868-7268
茨城県つくば市研究学園Ｃ５０街区１「イーアスつく
ば」内

茨城県 つくば市 コクミンドラッグ　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 ドラッグストアマツモトキヨシ つくば高見原店 029-870-3456 茨城県つくば市高見原１ー１ー１２
茨城県 つくば市 カワチ薬品　つくば桜店 0298-57-9511 茨城県つくば市桜１ー１４ー２
茨城県 つくば市 ウエルシア つくば桜店 029-863-5007 茨城県つくば市桜１丁目１４ー１

茨城県 つくば市 スギ薬局 つくば店 029-868-6566
茨城県つくば市小野崎字千駄刈２７８ー１ＬＡＬＡガー
デンつくば内

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 ウエルシア つくば谷田部店 029-839-0866 茨城県つくば市台町２ー３ー１０
茨城県 つくば市 ドラッグストアマツモトキヨシ レプサモールつくば店 0298-37-1221 茨城県つくば市大字下原字池向３８０ー５
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 つくば市 サンドラッグつくば店 029-863-3799 茨城県つくば市竹園１丁目９ー２
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 ウエルシア　つくば万博記念公園店 029-847-1308 茨城県つくば市島名福田土地区画整理地Ｂ４８街区
茨城県 つくば市 ウエルシア　つくば東店 029-858-8208 茨城県つくば市東２丁目９番１
茨城県 つくば市 ウエルシア つくば学園中央店 0298-52-7678 茨城県つくば市東新井２４ー６
茨城県 つくば市 ウエルシア　つくば学園二の宮店 029-855-5978 茨城県つくば市二の宮３ー１５ー１０

【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。 

●数量限定「ヴィセリシェ アイカラーパレットNA（安室奈美恵さんコラボ４色アイカラーセット）」取扱予定店舗（一部）です。 

●2018年6月20日時点の取扱予定情報のため、諸事情により、実際には販売されない店舗が掲載される場合がございます。ご容赦ください。 

●メーカー希望発売日は2018年7月1日ですが、諸事情により、店頭販売開始日が店舗によって多少前後する場合がございます。 

●店頭在庫を確約するものではございません。また、予約ができるかどうかは、店舗によって異なります。 

●恐れ入りますが、予約を承るかどうか、また実際の店頭取扱状況や在庫の有無は、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



茨城県 ひたちなか市 カワチ薬品　那珂湊店 029-262-5308 茨城県ひたちなか市栄町２ー１４ー４２
茨城県 ひたちなか市 ウエルシアひたちなか外野店 029-202-5022 茨城県ひたちなか市外野２丁目１２ー４
茨城県 ひたちなか市 カワチ薬品　佐和店 029-285-5901 茨城県ひたちなか市高場１２１３
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 ひたちなか市 ツルハドラッグ ひたちなか市毛店 029-354-0269 茨城県ひたちなか市市毛９５３ー７
茨城県 ひたちなか市 ツルハドラッグ 那珂湊店 029-264-0268 茨城県ひたちなか市釈迦町１７番１０号
茨城県 ひたちなか市 ツルハドラッグ 勝田店 029-353-5251 茨城県ひたちなか市青葉町３ー１２
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 ウエルシア ひたちなか佐和店 029-285-9118 茨城県ひたちなか市大字高場字東４６０
茨城県 ひたちなか市 ウエルシア ひたちなか市毛店 029-354-8630 茨城県ひたちなか市大字市毛８２２ー５
茨城県 ひたちなか市 ワンダーグー ひたちなか店 029-275-1651 茨城県ひたちなか市中根３３２５ー１０
茨城県 ひたちなか市 ツルハドラッグ ひたちなか昭和通り店 029-354-1178 茨城県ひたちなか市中根字深谷津３３２５ー１３
茨城県 ひたちなか市 ドラッグストアマツモトキヨシ 那珂湊店 029-263-2234 茨城県ひたちなか市田中後７４７８ー１
茨城県 ひたちなか市 ウエルシアひたちなか田中後店 029-264-3860 茨城県ひたちなか市田中後７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 カワチ薬品 ひたちなか店 029-275-1121 茨城県ひたちなか市東石川字沼１５６７ー１
茨城県 ひたちなか市 ウエルシアひたちなか堂端店 029-354-0037 茨城県ひたちなか市堂端２ー１ー４
茨城県 ひたちなか市 ウエルシア ひたちなか馬渡向野店 029-272-7348 茨城県ひたちなか市馬渡向野２９１１ー１８
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 稲敷郡阿見町 Ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ 阿見店 029-887-8910 茨城県稲敷郡阿見町中郷２丁目２３番１１号
茨城県 稲敷郡阿見町 ツルハドラッグ 荒川本郷店 029-843-6226 茨城県稲敷郡阿見町本郷３ー１ー１
茨城県 稲敷市 マツモトキヨシ 江戸崎店 0298-92-7712 茨城県稲敷市江戸崎甲２１３７

茨城県 稲敷市 ツルハドラッグ 江戸崎店 029-834-5933
茨城県稲敷市江戸崎甲４８３６江戸崎ショッピングセン
ター１Ｆ

茨城県 稲敷市 ドラッグストアマツモトキヨシ 西代パルナ店 0299-80-5822 茨城県稲敷市西代１４９５
茨城県 猿島郡境町 ドン・キホーテ 境大橋店 0280-81-1711 茨城県猿島郡境町１３２７ー１
茨城県 猿島郡境町 ウエルシア　茨城境町店 0280-81-2151 茨城県猿島郡境町３８ー３ウエルシアタウン内
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
茨城県 下妻市 ドラッグストアクラモチ下妻店 0296-30-1155 茨城県下妻市下妻丁４０９ー１
茨城県 下妻市 ウエルシア 下妻古沢店 0296-44-3101 茨城県下妻市古沢５６３番地
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 笠間市 ツルハドラッグ 友部店 029-670-5778 茨城県笠間市旭町３９７ー１
茨城県 笠間市 スーパーセンタートライアル笠間店 0296-71-2161 茨城県笠間市旭町４３０番１
茨城県 笠間市 カワチ薬品 笠間店 0296-72-7288 茨城県笠間市笠間１６９０ー１
茨城県 笠間市 ウエルシア 笠間東店 0296-73-0998 茨城県笠間市笠間字稲荷町９９ー７
茨城県 笠間市 イオン笠間店 0296-70-1700 茨城県笠間市赤坂８番地
茨城県 笠間市 カワチ薬品友部店 0296-78-2962 茨城県笠間市東平３ー１ー１５
茨城県 久慈郡大子町 ウエルシア 大子池田店 0295-79-1688 茨城県久慈郡大子町池田字寺下１５０ー６
茨城県 牛久市 ツルハドラッグ ひたち野うしく店 029-878-2680 茨城県牛久市ひたち野東３０７ー２
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 牛久市 ウエルシア 牛久刈谷店 029-870-2077 茨城県牛久市牛久町３３１８番地１
茨城県 牛久市 ウエルシア 牛久上柏田店 029-878-2051 茨城県牛久市上柏田２丁目３３ー６
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 クリエイトＳ・Ｄ 茨城牛久中央店 029-878-2839 茨城県牛久市中央３ー３ー１
茨城県 牛久市 サンドラッグ牛久南店 029-870-5575 茨城県牛久市南２丁目１２番７号



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 結城市 サンドラッグ結城店 0296-34-7701 茨城県結城市大字結城１１８３８ー１
茨城県 結城市 カワチ薬品 結城南店 0296-33-7361 茨城県結城市大字結城６５３１
茨城県 結城市 クスリのアオキ アクロス通り店 0296-45-8217 茨城県結城市大字結城７０１３番地１
茨城県 結城市 ドラックストアクラモチ結城店 0296-34-8888 茨城県結城市大字結城８１８８
茨城県 古河市 カワチ薬品　古河店 0280-31-1640 茨城県古河市旭町１ー６９１ー２
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 ウエルシア茨城総和薬局店 0280-91-2055 茨城県古河市下大野２００８
茨城県 古河市 クリエイトＳ・Ｄ 古河下辺見店 0280-30-8448 茨城県古河市下辺見２２２６ー２
茨城県 古河市 ヤックスドラッグ古河店 0280-23-3601 茨城県古河市下辺見２４３２
茨城県 古河市 ウエルシア古河総和店 0280-30-1005 茨城県古河市下辺見２７１５
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 カワチ薬品　古河南店 0280-48-7060 茨城県古河市鴻巣８９９ー１
茨城県 古河市 クスリのアオキ坂間店 0280-23-6672 茨城県古河市坂間２２６番地１
茨城県 古河市 ツルハドラッグ 古河諸川店 0280-75-0788 茨城県古河市諸川１６５９ー１
茨城県 古河市 ウエルシア 古河三和店 0280-77-0031 茨城県古河市諸川海道西１１１４ー３
茨城県 古河市 クスリのアオキおなぬま店 0280-23-2122 茨城県古河市女沼１６４７番地１
茨城県 古河市 カワチ薬品 古河松並店 0280-23-3737 茨城県古河市松並２丁目１６ー４０
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 古河市 ウエルシア 古河鴻巣店 0280-48-5228 茨城県古河市大字鴻巣字徳星寺前９５６ー１
茨城県 古河市 ウエルシア 古河東牛谷店 0280-30-1110 茨城県古河市東牛谷字道南１４８４ー１
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 行方市 ベイシア　玉造店 0299-55-4477 茨城県行方市玉造甲６４２ー１
茨城県 行方市 カワチ薬品 麻生店 0299-72-1631 茨城県行方市麻生３２８８－４９
茨城県 行方市 ウエルシア 行方麻生店 0299-72-3108 茨城県行方市麻生３２８９ー４６
茨城県 高萩市 ドラッグストアマツモトキヨシ 高萩安良川店 0293-22-5051 茨城県高萩市安良川１９３
茨城県 高萩市 ウエルシア 高萩店 0293-20-4008 茨城県高萩市安良川２１４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 高萩市 ツルハドラッグ 高萩手綱店 0293-20-0128 茨城県高萩市下手綱１４５９ー１
茨城県 坂東市 ウエルシア 坂東岩井本町店 0297-36-3068 茨城県坂東市岩井２７４６番地
茨城県 坂東市 ドラックストア クラモチ　沓掛店 0297-44-3111 茨城県坂東市沓掛４１１１ー１
茨城県 坂東市 クスリのアオキ沓掛店 0297-34-1082 茨城県坂東市沓掛４２４８番地１
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 桜川市 ウエルシア 真壁店 0296-20-7418 茨城県桜川市真壁町飯塚９９８
茨城県 鹿嶋市 ウエルシア鹿嶋平井店 0299-85-2252 茨城県鹿嶋市旭ヶ丘２ー８ー１
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 ウエルシア 鹿嶋プラザ店 0299-84-7818 茨城県鹿嶋市大字宮中字東山２８９ー１
茨城県 鹿嶋市 ウエルシア 鹿嶋大野店 0299-90-9100 茨城県鹿嶋市大字和７８９ー２
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 鹿嶋市 ウエルシア　鹿嶋緑ヶ丘店 0299-82-3352 茨城県鹿嶋市緑ヶ丘４ー６ー７
茨城県 取手市 ウエルシア取手ゆめみ野店 0297-70-2550 茨城県取手市ゆめみ野三丁目８番地２号
茨城県 取手市 ウエルシア 取手戸頭２号店 0297-70-7030 茨城県取手市戸頭一丁目９ー７
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 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 守谷市 ウエルシア　守谷ひがし野店 0297-21-1560 茨城県守谷市ひがし野２丁目２ー１
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 ドラッグスギ アクロスモール守谷店 0297-20-6026 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 守谷市 サンドラッグ守谷店 0297-20-6630 茨城県守谷市松並１９３０番地１０９
茨城県 守谷市 ツルハドラッグ 守谷駅前店 0297-21-0268 茨城県守谷市中央１ー２３ー３
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 薬ヒグチ　イオンタウン守谷店 029-747-1117 茨城県守谷市百合ヶ丘３ー２４９ー１
茨城県 守谷市 マツモトキヨシ 守谷薬師台店 0297-48-1341 茨城県守谷市薬師台１ー１ー２
茨城県 小美玉市 ツルハドラッグ 羽鳥店 029-928-8228 茨城県小美玉市羽鳥２７３８ー６８
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 常総市 ウエルシア 常総石下店 0297-42-0578 茨城県常総市新石下３９３０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 常総市 ウエルシア 常総北水海道店 0297-30-6030 茨城県常総市水海道森下町４１４１ー１
茨城県 常総市 カワチ薬品 水海道店 0297-22-5171 茨城県常総市水海道淵頭町４５５０ー２
茨城県 常陸太田市 カワチ薬品常陸太田店 0294-72-7746 茨城県常陸太田市山下町１７０４ー４
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 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 常陸大宮市 ウエルシア 大宮山方店 0295-54-4880 茨城県常陸大宮市山方町下湯沢内５８２ー２
茨城県 常陸大宮市 カワチ薬品　常陸大宮店 0295-53-0047 茨城県常陸大宮市泉５２１ー６
茨城県 神栖市 コレコレ 鹿島店 0299-91-0175 茨城県神栖市掘割３ー３ー２０ワンダーｇｏｏ内
茨城県 神栖市 ウエルシア 神栖掘割店 0299-93-2408 茨城県神栖市掘割３ー４ー３
茨城県 神栖市 ドラッグストアマツモトキヨシ 神栖店 0299-92-2571 茨城県神栖市大野原４ー４ー５
茨城県 神栖市 ウエルシア 神栖土合本町店 0479-48-5066 茨城県神栖市土合本町４ー９８０９ー４５１
茨城県 神栖市 ドン・キホーテ神栖店 0299-90-1311 茨城県神栖市筒井１４７０ー４
茨城県 神栖市 ウエルシア 神栖波崎店 0479-44-2530 茨城県神栖市波崎８５１９番地
茨城県 神栖市 ウエルシア 神栖平泉店 0299-93-0268 茨城県神栖市平泉１ー４
茨城県 神栖市 カワチ薬品　神栖店 0299-92-9883 茨城県神栖市平泉２６５ー２２
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 神栖市 ウエルシア 神栖矢田部店 0479-40-5588 茨城県神栖市矢田部７８０３ー５１

茨城県 水戸市
ＭＡＳＡＹＡカラーＳ　ＮＰ ひたちなかファッションク
ルーズ店

029-265-1156
茨城県ひたちなか市新光町３５ファッションクルーズひ
たちなか

茨城県 水戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ フレスポ赤塚店 029-251-6160 茨城県水戸市河和田１ー１
茨城県 水戸市 カワチ薬品　赤塚店 029-251-7265 茨城県水戸市河和田町１ー１６６３ー１
茨城県 水戸市 ドン・キホーテ 水戸店 029-240-2011 茨城県水戸市河和田町３８９１ー４３４
茨城県 水戸市 カワチ薬品 水戸千波店 029-241-1380 茨城県水戸市笠原町１０４４ー１
茨城県 水戸市 マルトパワーズドラッグ 笠原店 029-241-2622 茨城県水戸市笠原町９７８ー３９
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 Ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ 水戸見川店 029-251-2333 茨城県水戸市見川２ー５８ー１
茨城県 水戸市 ツルハドラッグ 水戸見川店 029-257-7337 茨城県水戸市見川２丁目３０７０ー１
茨城県 水戸市 ウエルシア 水戸元吉田店 029-304-0501 茨城県水戸市元吉田町１５７０番地の８
茨城県 水戸市 ツルハドラッグ 水戸元吉田南店 029-304-6650 茨城県水戸市元吉田町一里塚西１２８３ー１
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 水戸市 ツルハドラッグ 水戸三の丸店 029-302-8268 茨城県水戸市三の丸２ー７外
茨城県 水戸市 サンドラッグ水戸笠原店 029-305-5900 茨城県水戸市小吹町新山２５８２ー２



茨城県 水戸市 ツルハドラッグ 上水戸店 029-257-2268 茨城県水戸市上水戸２ー８ー５９
茨城県 水戸市 ＭＥＧＡドン・キホーテ　上水戸店 029-257-7222 茨城県水戸市上水戸２ー９ー１０
茨城県 水戸市 カワチ薬品　新原店 029-253-6516 茨城県水戸市新原１ー２ー１８
茨城県 水戸市 ツルハドラッグ 水戸千波店 029-305-6268 茨城県水戸市千波町１７４２ー１
茨城県 水戸市 ウエルシア　水戸御茶園通り店 029-241-7348 茨城県水戸市千波町２７７番地６
茨城県 水戸市 ツルハドラッグ 水戸千波西店 029-305-3268 茨城県水戸市千波町字海道付２３１３
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 Ｒ．Ｏ．Ｕ． 水戸内原店 029-259-0310
茨城県水戸市中原町字西１３５番地イオンモール水戸内
原ショッピングセンター　２階

茨城県 水戸市 カワチ薬品　渡里店 029-224-6799 茨城県水戸市渡里町字新田後２７１３ー１
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 ツルハドラッグ 水戸内原店 029-259-0268 茨城県水戸市内原町字桧宮１７５ー１７
茨城県 水戸市 ツルハドラッグ 水戸赤塚店 029-309-6722 茨城県水戸市姫子２ー３０
茨城県 水戸市 ウエルシア 水戸平須店 029-244-0868 茨城県水戸市平須町１８２０ー６１
茨城県 水戸市 ツルハドラッグ 水戸堀町店 029-309-6268 茨城県水戸市堀町９５７番１
茨城県 水戸市 カワチ薬品　浜田店 029-233-6860 茨城県水戸市本町３ー３０２ー１
茨城県 石岡市 ツルハドラッグ 八郷店 0299-44-8550 茨城県石岡市柿岡字沖２７４３ー１
茨城県 石岡市 ツルハドラッグ 石岡店 0299-27-8268 茨城県石岡市国府３ー４ー１９
茨城県 石岡市 セイジョー石岡中央店 0299-35-5510 茨城県石岡市石岡２２２２ー２
茨城県 石岡市 ウエルシア 石岡杉並店 0299-22-3458 茨城県石岡市石岡２２８０ー２
茨城県 石岡市 カワチ薬品　石岡店 0299-26-9393 茨城県石岡市東光台３ー１ー１
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 筑西市 ウエルシア 下館南店 0296-21-0227 茨城県筑西市乙９１６
茨城県 筑西市 カワチ薬品　下館南店 0296-25-6103 茨城県筑西市下岡崎３ー９ー１
茨城県 筑西市 クスリのアオキ明野店 0296-45-7215 茨城県筑西市海老ヶ島７８７番地３
茨城県 筑西市 ドラッグストアクラモチ明野店 0296-52-6200 茨城県筑西市海老ヶ島９０５ー１
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 筑西市 プチコレ下館店 0296-22-2420 茨城県筑西市菅谷字石堀１５１３
茨城県 筑西市 カワチ薬品 下館西店 0296-25-1961 茨城県筑西市西谷貝２４７ー１
茨城県 筑西市 ドン・キホーテ下館店 0296-20-1601 茨城県筑西市西谷貝８１３
茨城県 筑西市 クスリのアオキ直井店 0296-48-6856 茨城県筑西市直井１１６７番地
茨城県 潮来市 ウエルシア 潮来須賀南店 0299-63-2230 茨城県潮来市須賀南２８９
茨城県 土浦市 ウエルシア 土浦霞ヶ岡店 029-835-2881 茨城県土浦市霞ヶ岡町２２ー５
茨城県 土浦市 ツルハドラッグ 土浦小松店 029-825-3336 茨城県土浦市小松１ー４ー２７
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 ＭＡＳＡＹＡ カラースタジオイオンモール土浦店 029-825-2151 茨城県土浦市上高津３６７番地
茨城県 土浦市 ウエルシア 土浦真鍋店 029-835-6171 茨城県土浦市真鍋３ー５ー２５
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 ウエルシア土浦神立店 029-834-1600 茨城県土浦市神立中央３丁目２番２７号
茨城県 土浦市 ツルハドラッグ 土浦生田町店 029-825-8268 茨城県土浦市生田町９番３８号
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 ウエルシア　土浦新田中店 029-823-5868 茨城県土浦市田中２丁目１０番３５号
茨城県 土浦市 ドン・キホーテＰＡＷ つちうらきた店 029-835-9411 茨城県土浦市東若松町３９９３
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３２００
０

茨城県 東茨城郡茨城町 ツルハドラッグ 茨城桜の郷店 029-219-0268 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷３２９４ー６
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 東茨城郡茨城町 カワチ薬品茨城町店 029-292-9221 茨城県東茨城郡茨城町長岡３４８１ー５８２
茨城県 東茨城郡城里町 ツルハドラッグ 城里店 029-255-7555 茨城県東茨城郡城里町大字那珂西字東大堀２４１３
茨城県 東茨城郡城里町 カワチ薬品 城里店 029-288-7470 茨城県東茨木郡城里町那珂西２５６１ー１
茨城県 東茨城郡大洗町 ウエルシア 大洗磯浜店 029-267-3188 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町３４６５番地の１
茨城県 那珂郡東海村 ウエルシア 東海舟石川店 029-287-2288 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西２ー９ー１２
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 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 ツルハドラッグ 東海店 029-270-5977 茨城県那珂郡東海村村松北１丁目８２５ー１
茨城県 那珂市 カワチ薬品 サンモリノ那珂店 029-353-0350 茨城県那珂市菅谷１６１８ー２
茨城県 那珂市 カワチ薬品 那珂店 029-295-3101 茨城県那珂市菅谷５４７４ー１
茨城県 那珂市 マルトパワーズドラッグ 那珂店 029-353-1333 茨城県那珂市菅谷字千本杉６００ー１
茨城県 那珂市 ツルハドラッグ 那珂竹ノ内店 029-353-2268 茨城県那珂市竹ノ内１ー５ー１０
茨城県 那珂市 ウエルシア 那珂竹之内店 029-298-8682 茨城県那珂市竹ノ内三丁目７番地３
茨城県 日立市 カワチ薬品鮎川店 0294-36-1759 茨城県日立市鮎川町４ー７ー２１
茨城県 日立市 サンドラッグ日立河原子店 0294-29-7330 茨城県日立市河原子町１丁目４番１５号
茨城県 日立市 ウエルシア 日立金沢店 0294-28-6650 茨城県日立市金沢町１ー１４ー６
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 ツルハドラッグ 日立平沢店 0294-27-2268 茨城県日立市高鈴町１丁目２番１号
茨城県 日立市 マルトパワードラッグ 森山店 0294-52-7878 茨城県日立市森山町５丁目１ー１
茨城県 日立市 カワチ薬品　川尻店 0294-42-1767 茨城県日立市川尻町５ー５７ー１０
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 日立市 カワチ薬品　大沼店 0294-38-1337 茨城県日立市大沼町２ー５９ー１
茨城県 日立市 ＭＥＧＡドン・キホーテ 日立店 0294-44-8701 茨城県日立市東滑川町４丁目１２ー２
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 ウエルシア日立南高野店 0294-29-3955 茨城県日立市南高野町２丁目１５番１１号
茨城県 日立市 ウエルシア 日立小木津店 0294-44-8115 茨城県日立市日高町１丁目３０番７号
茨城県 日立市 ウエルシア 日立本宮店 0294-27-7127 茨城県日立市本宮町４丁目１２番１号
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 鉾田市 ヤックスドラッグ鉾田店 0291-32-9010 茨城県鉾田市汲上１１６０ー１
茨城県 鉾田市 クリエイトＳ・Ｄ 鉾田店 0291-34-7455 茨城県鉾田市新鉾田西１ー５ー１
茨城県 鉾田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 鉾田ビッグハウス店 0291-36-0122 茨城県鉾田市滝浜４８２ー１

茨城県 鉾田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 鉾田アクロス店 0291-34-1055
茨城県鉾田市塔ヶ崎１０１７ー１ショッピングガーデン
アクロス内

茨城県 北茨城市 ウエルシア 磯原店 029-330-7128 茨城県北茨城市磯原町磯原３ー２０
茨城県 北茨城市 ツルハドラッグ 北茨城大津店 0293-30-5268 茨城県北茨城市大津町北町４丁目５ー１５ー１
茨城県 北茨城市 カワチ薬品北茨城店 0293-43-7570 茨城県北茨城市中郷町上桜井字高田２１８７番
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 北相馬郡利根町 サンドラッグ利根町店 0297-61-7471 茨城県北相馬郡利根町もえぎ野台２ー１ー１
茨城県 龍ケ崎市 ウエルシア 龍ヶ崎佐貫店 0297-61-6260 茨城県龍ヶ崎市佐貫１ー１
茨城県 龍ケ崎市 クスリのアオキ寺後店 0297-86-8222 茨城県龍ヶ崎市寺後３４９３番地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 ＭＥＧＡドン・キホーテ 龍ヶ崎店 0297-61-5651 茨城県龍ヶ崎市小通幸谷町２８８
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 龍ケ崎市
ドラッグストアマツモトキヨシ
たつのこまち龍ヶ崎モール店

0297-61-2207 茨城県龍ヶ崎市中里２ー１ー２

茨城県 龍ケ崎市 ウエルシア 龍ヶ崎馴馬店 0297-63-7071 茨城県龍ヶ崎市馴馬町２９５７番地１



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

群馬県 みどり市 ウエルシア　みどり笠懸店 0277-70-7681 群馬県みどり市笠懸町阿左美１７７ー１４

群馬県 みどり市 クスリのアオキ阿左美店 0277-32-3134 群馬県みどり市笠懸町阿左美３１８４ー１
群馬県 みどり市 クスリのアオキ笠懸店 0277-46-7731 群馬県みどり市笠懸町久宮１２７番地７
群馬県 みどり市 クスリのアオキ桐原店 0277-47-6025 群馬県みどり市大間々町桐原４０ー２６
群馬県 みどり市 クスリのアオキ大間々店 0277-46-7363 群馬県みどり市大間々町大間々３８３ー２
群馬県 安中市 ウエルシア安中店 027-380-5125 群馬県安中市安中４ー８ー１２
群馬県 安中市 マルエドラッグ　安中杉並木店 027-381-1717 群馬県安中市原市５８７ー６
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 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 伊勢崎市 ベイシア　西部モール店 0270-26-1110 群馬県伊勢崎市宮子町２７１
群馬県 伊勢崎市 マルエドラッグ　宮子店 0270-26-8001 群馬県伊勢崎市宮子町３４１２ー６
群馬県 伊勢崎市 クスリのアオキ宮子店 0270-75-2313 群馬県伊勢崎市宮子町３４６９番地１９
群馬県 伊勢崎市 ウエルシア伊勢崎宮子店 0270-20-1316 群馬県伊勢崎市宮子町３５２１ー２
群馬県 伊勢崎市 サンドラッグ伊勢崎境店 0270-70-8033 群馬県伊勢崎市境栄７６９
群馬県 伊勢崎市 クスリのアオキ　伊勢崎境店 0270-75-3545 群馬県伊勢崎市境栄７９３番地
群馬県 伊勢崎市 クスリのアオキ 今泉店 0270-20-1285 群馬県伊勢崎市今泉町１丁目１２０４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 ウエルシア伊勢崎市場店 0270-20-8677 群馬県伊勢崎市市場町二丁目８５０番地９
群馬県 伊勢崎市 マルエドラッグ　昭和店 0270-24-4384 群馬県伊勢崎市昭和町１８８６ー１
群馬県 伊勢崎市 クスリのアオキ昭和町店 0270-61-6322 群馬県伊勢崎市昭和町３８１２
群馬県 伊勢崎市 ドン・キホーテパウ いせさき店 0270-30-3111 群馬県伊勢崎市上泉町７３ー３
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 クスリのアオキ寿店 0270-30-5066 群馬県伊勢崎市西田町６７番１
群馬県 伊勢崎市 クスリのアオキ中町店 0270-75-2277 群馬県伊勢崎市中町６９２番地
群馬県 伊勢崎市 クスリのアオキ 田部井店 0270-30-7001 群馬県伊勢崎市田部井町２丁目５３４番１
群馬県 伊勢崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 西友楽市伊勢崎茂呂店 0270-22-2670 群馬県伊勢崎市南千木町２３９５西友楽市内
群馬県 伊勢崎市 マルエドラッグ　伊勢崎南千木店 0270-26-7551 群馬県伊勢崎市南千木町２４４２
群馬県 伊勢崎市 クスリのアオキ 南千木店 0270-30-3300 群馬県伊勢崎市南千木町２５６２ー１
群馬県 伊勢崎市 カワチ薬品　伊勢崎店 0270-21-3696 群馬県伊勢崎市日乃出町５００
群馬県 伊勢崎市 マルエドラッグ　韮塚店 0270-21-0577 群馬県伊勢崎市韮塚町１１９５ー１
群馬県 伊勢崎市 マルエドラッグ伊勢崎富塚店 0270-50-5115 群馬県伊勢崎市富塚町２２０ー１
群馬県 伊勢崎市 クスリのアオキ伊勢崎富塚店 0270-50-0255 群馬県伊勢崎市富塚町３００番地７
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 カワチ薬品伊勢崎南店 0270-31-1207 群馬県伊勢崎市堀口町９３０
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 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 クスリのアオキ連取店 0270-27-5757 群馬県伊勢崎市連取町１６６７番１
群馬県 伊勢崎市 サンドラッグ伊勢崎連取店 0270-20-5222 群馬県伊勢崎市連取町３０４６ー１
群馬県 館林市 クスリのアオキ 館林栄町店 0276-55-2660 群馬県館林市栄町１１番１９号
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 館林市 ドラッグ　ファイン　２ 0276-75-4193 群馬県館林市松原２ー１６ー１２
群馬県 館林市 クスリのアオキ瀬戸谷店 0276-55-5557 群馬県館林市瀬戸谷町２２８１番地１
群馬県 館林市 ドラッグセイムス　館林北店 0276-76-7330 群馬県館林市朝日町２７ー４
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 アゼリアモール館林店 0276-76-7617 群馬県館林市楠町３６４８ー１



群馬県 館林市 ドラッグセイムス　館林美園店 0276-70-7228 群馬県館林市美園町１３ー３
群馬県 館林市 クスリのアオキ美園店 0276-49-5228 群馬県館林市美園町４ー４
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 ドラッグセイムス　館林店 0276-75-3300 群馬県館林市緑町２丁目５番８号
群馬県 桐生市 ＭＥＧＡドン・キホーテ　桐生店 0277-47-3816 群馬県桐生市永楽町５ー１０
群馬県 桐生市 ウエルシア桐生境野薬局 0277-20-8171 群馬県桐生市境野町２ー２７２ー１
群馬県 桐生市 ドラッグスギ 新広沢店 0277-54-8770 群馬県桐生市広沢町１ー２８０９ー１
群馬県 桐生市 カワチ薬品桐生広沢店 0277-52-7223 群馬県桐生市広沢町４丁目２４２４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 桐生市 ドラッグスギ あいおい店 0277-54-4520 群馬県桐生市相生町２ー４６６ー１４
群馬県 桐生市 クスリのアオキ相生店 0277-46-8686 群馬県桐生市相生町２丁目７０９番地２
群馬県 桐生市 カワチ薬品桐生西店 0277-54-3173 群馬県桐生市相生町５ー４７０ー４
群馬県 桐生市 マルエドラッグ相生店 0277-53-1117 群馬県桐生市相生町５ー４７３ー１
群馬県 桐生市 ドラッグスギ 天神店 0277-46-3620 群馬県桐生市天神町２ー１０ー４
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
群馬県 吾妻郡東吾妻町 ベイシア　吾妻店 0279-68-0100 群馬県吾妻郡東吾妻町原町９９１ー１
群馬県 高崎市 マルエドラッグ高崎駅西口店 027-310-7272 群馬県高崎市旭町３４ー５旭町ビル１Ｆ
群馬県 高崎市 テックランドＬＡＢＩ高崎店 027-345-8181 群馬県高崎市栄町１番１号
群馬県 高崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 高崎下豊岡店 027-310-1170 群馬県高崎市下豊岡町８９３
群馬県 高崎市 カワチ薬品 吉井店 027-387-1460 群馬県高崎市吉井町池１６００
群馬県 高崎市 ドラッグスギ 高崎剣崎店 027-344-5503 群馬県高崎市剣崎町１０６４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 マルエドラッグ　高崎小八木店 027-363-7400 群馬県高崎市小八木町２０３５ー２
群馬県 高崎市 クスリのアオキ上佐野店 027-386-6770 群馬県高崎市上佐野町６７４番地１
群馬県 高崎市 ウエルシア　高崎上佐野店 027-310-6370 群馬県高崎市上佐野町粕沢９０７ー１
群馬県 高崎市 クスリのアオキ　上並榎店 027-381-6151 群馬県高崎市上並榎町４０番地２
群馬県 高崎市 スギドラッグ上並榎店 027-362-3842 群馬県高崎市上並榎町４６７番地
群馬県 高崎市 マルエドラッグ　並榎店 027-365-3666 群馬県高崎市上並榎町７０
群馬県 高崎市 クスリのアオキ新町店 0274-25-8745 群馬県高崎市新町１８０３番地
群馬県 高崎市 マルエドラッグ 高崎新町店 0274-20-2151 群馬県高崎市新町２１４０ー１９
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 マルエドラッグ高崎菅谷店 0273-50-3700 群馬県高崎市菅谷町２０ー９９１
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 ドラッグスギ 筑縄店 027-364-8461 群馬県高崎市筑縄町２０ー１
群馬県 高崎市 ドラッグスギ 中居店 027-352-4920 群馬県高崎市中居町４ー７ー１
群馬県 高崎市 スギドラッグ 群馬町店 027-395-5112 群馬県高崎市中泉町６０５番地６
群馬県 高崎市 クスリのアオキ中泉店 027-329-5827 群馬県高崎市中泉町６０９ー７
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 ドラッグスギ 高崎日高町店 027-370-8890 群馬県高崎市日高町１３７９番地
群馬県 高崎市 イオンスタイル高崎駅前店 027-310-2100 群馬県高崎市八島町４６ー１高崎オーパ１階
群馬県 高崎市 マハロ 027-395-0139 群馬県高崎市八島町４６ー３
群馬県 高崎市 スギ薬局 ウニクス高崎店 027-370-5481 群馬県高崎市飯塚町１１５０ー５ウニクス高崎店内
群馬県 高崎市 カワチ薬品 飯塚店 027-361-0051 群馬県高崎市飯塚町２２０
群馬県 高崎市 クスリのアオキ 飯塚店 027-360-3001 群馬県高崎市飯塚町７２３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 高崎市 マルエドラッグ　高崎箕郷店 027-371-1388 群馬県高崎市箕郷町上芝１８３



群馬県 高崎市 クスリのアオキ箕郷店 027-381-8113 群馬県高崎市箕郷町上芝６０５番地１
群馬県 高崎市 ドン・キホーテパウ 高崎店 027-370-6600 群馬県高崎市問屋町西２ー１４ー１７
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 佐波郡玉村町 ウエルシア玉村下新田店 0270-50-1260 群馬県佐波郡玉村町下新田７４３ー２

群馬県 佐波郡玉村町 クスリのアオキ玉村店 0270-61-6467
群馬県佐波郡玉村町玉村都市計画事業玉村文化センター
周辺土地区画整理事業２８街区１画地

群馬県 佐波郡玉村町 ウエルシア玉村店 0270-50-1191 群馬県佐波郡玉村町上飯島２７５
群馬県 渋川市 カワチ薬品　渋川店 0279-25-3567 群馬県渋川市阿久津字北原１５
群馬県 渋川市 カワチ薬品　渋川南店 0279-22-5581 群馬県渋川市行幸田２８８ー１
群馬県 渋川市 ウエルシア　渋川行幸田店 0278-60-8228 群馬県渋川市行幸田３２３ー３
群馬県 渋川市 ベイシア　渋川店 0279-24-8444 群馬県渋川市行幸田字砂田２９６
群馬県 渋川市 クスリのアオキ渋川店 0279-26-2700 群馬県渋川市渋川１３０７番地１
群馬県 沼田市 ウエルシア 沼田栄町店 0278-30-3131 群馬県沼田市栄町２２１ー３
群馬県 沼田市 カワチ薬品　沼田店 0278-22-0852 群馬県沼田市恩田町５８５
群馬県 沼田市 カワチ薬品沼田東店 0278-22-1581 群馬県沼田市久屋原町３１１ー１
群馬県 沼田市 ドラッグストアマツモトキヨシ ベイシア沼田店 0278-23-8460 群馬県沼田市久屋原町字吉野４１３
群馬県 沼田市 ウエルシア　沼田バイパス店 0278-30-2218 群馬県沼田市高橋場町２１９０ー１
群馬県 沼田市 クスリのアオキ高橋場店 0278-25-8105 群馬県沼田市高橋場町３０４ー１４
群馬県 沼田市 クスリのアオキ上原店 0278-25-8582 群馬県沼田市上原町１６０５ー４
群馬県 沼田市 ウエルシア沼田店 0278-30-2270 群馬県沼田市東原新町１８３１ー１
群馬県 前橋市 ドラッグスギ 下細井店 027-310-1250 群馬県前橋市下細井町２３１２ー２
群馬県 前橋市 カワチ薬品 下小出店 027-231-5380 群馬県前橋市下小出町１ー１ー５
群馬県 前橋市 カワチ薬品大利根店 027-255-3611 群馬県前橋市下新田町２９９ー１
群馬県 前橋市 ドラッグストアマツモトキヨシ 前橋関根店 027-233-6976 群馬県前橋市関根町３３８
群馬県 前橋市 マルエドラッグ 前橋元総社蒼海店 027-212-5775 群馬県前橋市元総社町１８５０
群馬県 前橋市 カワチ薬品元総社店 027-253-8800 群馬県前橋市元総社町２ー１５ー１７
群馬県 前橋市 サンドラッグ新前橋店 027-280-4721 群馬県前橋市古市町１８０番地１
群馬県 前橋市 クスリのアオキ 江田店 027-210-7400 群馬県前橋市江田町６０２番１
群馬県 前橋市 ウエルシア　前橋荒牧店 027-219-2562 群馬県前橋市荒牧町１丁目２４番１
群馬県 前橋市 クスリのアオキ高井店 027-226-1511 群馬県前橋市高井町１丁目３５番地６４
群馬県 前橋市 サンドラッグ前橋国領店 027-219-2022 群馬県前橋市国領町２ー１４ー１
群馬県 前橋市 ウエルシア三俣薬局 027-219-0600 群馬県前橋市三俣町３ー１０ー２０
群馬県 前橋市 サンドラッグ前橋店 027-280-8830 群馬県前橋市小屋原町４７２ー１
群馬県 前橋市 ドン・キホーテ ガーデン前橋店 027-280-8841 群馬県前橋市小屋原町４７２ー１ガーデン前橋２階
群馬県 前橋市 ベイシア前橋モール店 027-232-2500 群馬県前橋市上泉町６８０ー１
群馬県 前橋市 クスリのアオキ城東店 027-226-1861 群馬県前橋市城東町３ー２１ー７
群馬県 前橋市 ベイシア　前橋南モール店 027-210-0880 群馬県前橋市新堀町１８
群馬県 前橋市 ウエルシア前橋青柳薬局 027-219-0581 群馬県前橋市青柳町字宿前５０４ー１
群馬県 前橋市 クスリのアオキ総社店 027-210-5065 群馬県前橋市総社町２丁目１３番１９
群馬県 前橋市 スギドラッグ大友店 027-254-0857 群馬県前橋市大友町３丁目２番地５
群馬県 前橋市 マルエドラッグ 前橋朝倉店 027-289-2833 群馬県前橋市朝倉町１６１番地１
群馬県 前橋市 ウエルシア前橋朝倉店 027-219-0600 群馬県前橋市朝倉町４ー１０ー４
群馬県 前橋市 ドラッグスギ 朝日町店 027-223-8426 群馬県前橋市朝日町１ー２８ー１０
群馬県 前橋市 ドラッグスギ 天川大島店 027-290-2116 群馬県前橋市天川大島町１１８ー２
群馬県 前橋市 クスリのアオキ　天川大島店 027-226-1154 群馬県前橋市天川大島町２４０ー１
群馬県 前橋市 ウエルシア前橋天川大島店 027-290-6155 群馬県前橋市天川大島町３３ー１



群馬県 前橋市 ドラッグスギ 東片貝店 027-210-6150 群馬県前橋市東片貝町６０１
群馬県 前橋市 クスリのアオキ南町店 027-289-5335 群馬県前橋市南町一丁目１７番２３号
群馬県 前橋市 ドラッグスギ 新日吉店 027-219-0606 群馬県前橋市日吉町３ー１４ー３
群馬県 前橋市 ドラッグスギ 時沢店 027-230-5570 群馬県前橋市富士見町時沢７９１
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 マルエドラッグ　文京店 027-224-8868 群馬県前橋市文京町２ー２０ー４３
群馬県 前橋市 ウエルシア前橋北代田店 027-219-1355 群馬県前橋市北代田町６４９番地４
群馬県 前橋市 マルエドラッグ　大胡店 027-283-8889 群馬県前橋市堀越町３４６ー１
群馬県 前橋市 カワチ薬品　大胡店 027-283-0154 群馬県前橋市茂木町１１７０ー１
群馬県 前橋市 カワチ薬品　前橋南店 027-225-0333 群馬県前橋市六供町８９３ー１
群馬県 太田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 太田下田島店 0276-32-6676 群馬県太田市下田島町１１２７
群馬県 太田市 クスリのアオキ 下浜田店 0276-30-0003 群馬県太田市下浜田町４８２ー１０
群馬県 太田市 ドラッグスギ 太田小舞木店 0276-60-2871

群馬県太田市小舞木町２０４ー２ヤオコー太田小舞木店
内

群馬県 太田市 クリエイトＳ・Ｄ 太田城西の杜店 0276-33-7520 群馬県太田市城西町８０ー１
群馬県 太田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 植木野モール店 0276-22-6733 群馬県太田市植木野町１９９ー１
群馬県 太田市 ドラッグセイムス　太田新井町店 0276-60-1500 群馬県太田市新井町５３３ー８
群馬県 太田市 クスリのアオキ新田木崎店 0274-55-2031 群馬県太田市新田木崎町５３０番地２
群馬県 太田市 クスリのアオキ新島店 0276-61-0819 群馬県太田市新島町９８１番地４
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 クスリのアオキ鳥山店 0276-47-3411 群馬県太田市鳥山上町１５０８番地４
群馬県 太田市 クスリのアオキ東長岡店 0276-47-3376 群馬県太田市東長岡町１８７４番地１
群馬県 太田市 クスリのアオキ 東矢島店 0276-30-3005 群馬県太田市東矢島町１３２９番１
群馬県 太田市 クスリのアオキ 藤阿久店 0270-20-6100 群馬県太田市藤阿久町７４６ー４
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 太田市 マルエドラッグ　太田南矢島店 0276-38-6607 群馬県太田市南矢島町３３街区２４番
群馬県 太田市 スギドラッグ 太田八幡店 0276-55-3411 群馬県太田市八幡町２９番１３とりせん内
群馬県 太田市 ベイシア　おおたモール店 027-660-1122 群馬県太田市飯塚町６２６ー１
群馬県 太田市 ドン・キホーテ 太田店 0276-30-1811 群馬県太田市飯田町１４０４ー１Ｊ１プラザ内
群馬県 太田市 ウエルシア太田富沢店 0276-40-6311 群馬県太田市富沢町２７４番地
群馬県 藤岡市 クスリのアオキ藤岡森店 0274-25-8545 群馬県藤岡市森４８５
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 藤岡市 クスリのアオキ 藤岡店 0274-40-7333 群馬県藤岡市藤岡９９６番１
群馬県 富岡市 マルエドラッグ富岡一ノ宮店 0274-63-1033 群馬県富岡市一ノ宮１６８３
群馬県 富岡市 ベイシア　富岡店 0274-62-1110 群馬県富岡市黒川字中才６５０
群馬県 富岡市 クスリのアオキ 七日市店 0274-70-2400 群馬県富岡市七日市１４００ー１
群馬県 富岡市 クスリのアオキ富岡店 0274-67-7788 群馬県富岡市富岡１３４６番６
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 北群馬郡吉岡町 カワチ薬品　吉岡店 0279-54-0552 群馬県北群馬郡吉岡町大久保字金竹西１４８０ー１
群馬県 北群馬郡吉岡町 クスリのアオキ吉岡店 0279-26-2666 群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田字見城　１２７９番地
群馬県 邑楽郡千代田町 ドラッグセイムス　赤岩店 0276-86-4320 群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩字北権現１７３３
群馬県 邑楽郡大泉町 サンドラッグ寄木戸店 0276-20-1248 群馬県邑楽郡大泉町寄木戸９９８ー１
群馬県 邑楽郡大泉町 カワチ薬品大泉店 0276-62-8790 群馬県邑楽郡大泉町住吉５７ー５
群馬県 邑楽郡大泉町 クスリのアオキ大泉吉田店 0276-55-3191 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田３０８９番地
群馬県 邑楽郡大泉町 クスリのアオキ大泉朝日店 0276-61-3020 群馬県邑楽郡大泉町朝日３丁目１番８号
群馬県 邑楽郡邑楽町 スギドラッグ 邑楽町店 0276-70-9330 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野４４７７ー２



群馬県 邑楽郡邑楽町 ウエルシア邑楽町中野店 0276-70-2505 群馬県邑楽郡邑楽町中野４５７１ー１

栃木県 さくら市 ウエルシア 喜連川店 028-686-7036 栃木県さくら市喜連川１６６番地

栃木県 さくら市 サンドラッグ氏家店 028-681-7655 栃木県さくら市氏家２８９２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 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 宇都宮市 カワチ薬品上三川インター店 028-656-2031 栃木県宇都宮市インターパーク６ー５ー４
栃木県 宇都宮市 ローズマリー 宇都宮インターパーク店 028-656-7868 栃木県宇都宮市インターパーク６丁目１ー１（１Ｆ）
栃木県 宇都宮市 ウエルシア 宇都宮テクノポリス店 028-670-8310 栃木県宇都宮市ゆいの杜５ー２６ー２９
栃木県 宇都宮市 カワチ薬品 一条店 028-634-2817 栃木県宇都宮市旭２－１５－１６

栃木県 宇都宮市 アインズ＆トルペ ララスクエア宇都宮店 028-600-2880
栃木県宇都宮市駅前通り１ー４ー６ララスクエア宇都宮
１Ｆ

栃木県 宇都宮市 カワチ薬品岡本店 028-673-7408 栃木県宇都宮市下岡本町４５２９ー１
栃木県 宇都宮市 ツルハドラッグ 宇都宮元今泉店 028-613-4268 栃木県宇都宮市元今泉７丁目１番１２号
栃木県 宇都宮市 ツルハドラッグ 宇都宮戸祭店 028-600-4268 栃木県宇都宮市戸祭３丁目　６番２号
栃木県 宇都宮市 ウエルシア 戸祭元町店 028-650-0540 栃木県宇都宮市戸祭元町１０ー７
栃木県 宇都宮市 ウエルシア 宇都宮戸祭店 028-650-4744 栃木県宇都宮市戸祭町３０２２
栃木県 宇都宮市 ウエルシア 宇都宮五代店 028-688-3338 栃木県宇都宮市五代１ー３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 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 ウエルシア 宇都宮今泉新町店 028-664-1852 栃木県宇都宮市今泉新町２６０ー６
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 クスリのアオキ 細谷店 028-611-1254 栃木県宇都宮市細谷町６８７番地１
栃木県 宇都宮市 ウエルシア 宇都宮春日町店 028-684-1671 栃木県宇都宮市春日町８番４号
栃木県 宇都宮市 カワチ薬品 戸祭北店 028-650-5525 栃木県宇都宮市上戸祭町字追越３００７ー２
栃木県 宇都宮市 カワチ薬品 針ヶ谷店 028-653-2980 栃木県宇都宮市針ヶ谷町４７２ー７
栃木県 宇都宮市 ウエルシア 宇都宮清原台店 028-670-8223 栃木県宇都宮市清原台１ー１４ー１
栃木県 宇都宮市 カワチ薬品　西川田店 028-659-5361 栃木県宇都宮市西川田町８３１ー１
栃木県 宇都宮市 カワチ薬品 石井町店 028-663-7311 栃木県宇都宮市石井町２８００ー１５５
栃木県 宇都宮市 サンドラッグ宇都宮石井店 028-650-0540 栃木県宇都宮市石井町３３５１番地１
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 カワチ薬品 泉が丘店 028-660-7871 栃木県宇都宮市泉が丘６ー１ー４５
栃木県 宇都宮市 ウエルシア 双葉店 028-684-1272 栃木県宇都宮市双葉３丁目１５番２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 カワチ薬品上河内店 028-674-1660 栃木県宇都宮市中里町２６９７ー１
栃木県 宇都宮市 カワチ薬品 三の沢店 028-648-1262 栃木県宇都宮市鶴田町１１０１ー３
栃木県 宇都宮市 ウエルシア 宇都宮鶴田町店 028-688-0550 栃木県宇都宮市鶴田町１８９番１
栃木県 宇都宮市 カワチ薬品 今泉店 028-662-6369 栃木県宇都宮市東今泉２ー５ー１１
栃木県 宇都宮市 ツルハドラッグ 宇都宮東宿郷店 028-610-0268 栃木県宇都宮市東宿郷６丁目９番１７号
栃木県 宇都宮市 ツルハドラッグ 宇都宮東峰町店 028-613-0268 栃木県宇都宮市東峰町３４５１ー１他
栃木県 宇都宮市 ＭＥＧＡドン・キホーテ　宇都宮店 028-632-3810 栃木県宇都宮市馬場通り２ー３ー１２
栃木県 宇都宮市 ローズマリー 宇都宮店 028-611-2077 栃木県宇都宮市馬場通り３ー１ー１パルコ３Ｆ
栃木県 宇都宮市 ウエルシア宇都宮兵庫塚店 028-688-3260 栃木県宇都宮市兵庫塚町１７３番地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 ツルハドラッグ 宇都宮平松本町店 028-614-8268 栃木県宇都宮市平松本町１１３９ー１
栃木県 宇都宮市 ウエルシア 宇都宮平松本町店 028-651-0866 栃木県宇都宮市平松本町３５ー１
栃木県 宇都宮市 ツルハドラッグ 宇都宮宝木本町店 028-666-3268 栃木県宇都宮市宝木本町１４８０ー６



栃木県 宇都宮市 カワチ薬品　若松原店 028-654-2780 栃木県宇都宮市北若松原１ー１７ー１７
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 ツルハドラッグ 宇都宮野沢店 028-666-2268 栃木県宇都宮市野沢町５３ー１
栃木県 宇都宮市 ツルハドラッグ 宇都宮陽東店 028-613-6268 栃木県宇都宮市陽東２丁目１６番２５号
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 ツルハドラッグ 宇都宮簗瀬店 028-610-2268 栃木県宇都宮市簗瀬１丁目１番１号
栃木県 宇都宮市 ウエルシア 宇都宮簗瀬店 028-651-0811 栃木県宇都宮市簗瀬町１８４７番地１
栃木県 宇都宮市 ウエルシア 宇都宮簗瀬２号店 028-614-8022 栃木県宇都宮市簗瀬町２５６１ー１
栃木県 宇都宮市 ドン・キホーテ 宇都宮店 028-610-5511 栃木県宇都宮市簗瀬町字１丁田１５９０ー６
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
栃木県 下都賀郡壬生町 カワチ薬品 おもちゃのまち東店 0282-86-3012 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち３ー１ー３０
栃木県 下都賀郡野木町 ドラッグストアクラモチ野木店 0280-55-2900 栃木県下都賀郡野木町大字丸林５５９
栃木県 下都賀郡野木町 クスリのアオキ 丸林店 0280-33-7977 栃木県下都賀郡野木町大字丸林６７６番地９
栃木県 下都賀郡野木町 ドラッグストアマツモトキヨシ 野木店 0280-57-0373 栃木県下都賀郡野木町大字丸林字雷電５６５ー１
栃木県 下都賀郡野木町 クスリのアオキ 友沼店 0280-33-7911 栃木県下都賀郡野木町大字友沼５９８７番地１
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 下野市 かましん自治医大店 0285-44-1491 栃木県下野市祇園１ー１ー５
栃木県 下野市 ウエルシア下野小金井店 0285-43-1056 栃木県下野市柴８３０番地９
栃木県 下野市 薬．化粧品のシマヤ 0285-53-1506 栃木県下野市石橋６４９かましん石橋店内
栃木県 下野市 クスリのアオキ 小金井店 0285-39-7281 栃木県下野市川中子３３２９番地７
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 河内郡上三川町 ウエルシア上三川しらさぎ店 0285-55-0681 栃木県河内郡上三川町しらさぎ二丁目３２番地２３
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 クスリのアオキ 高萩店 0283-86-7557 栃木県佐野市高萩町４２３番地
栃木県 佐野市 カワチ薬品　佐野南店 0283-24-8756 栃木県佐野市高萩町屋敷西４７７ー１０
栃木県 佐野市 ウエルシア佐野植上店 0283-20-5025 栃木県佐野市植上町１７８６番地２
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 クスリのアオキ 大橋店 0283-25-8121 栃木県佐野市大橋町２０８２番地５
栃木県 佐野市 クスリのアオキ 田沼店 0283-85-8011 栃木県佐野市田沼町１８０３番地４
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 佐野市 サンドラッグ佐野田島町店 0283-20-8051 栃木県佐野市田島町字東４８番地１
栃木県 佐野市 ウエルシア 佐野富岡店 0283-27-2956 栃木県佐野市富岡町１７１２番地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 佐野店 0283-21-6655 栃木県佐野市堀米町４３５ー１
栃木県 鹿沼市 ウエルシア 鹿沼貝島店 0289-60-2601 栃木県鹿沼市貝島町４５３
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 カワチ薬品 鹿沼南店 0289-63-5960 栃木県鹿沼市西茂呂４ー４ー１
栃木県 鹿沼市 カワチ薬品　千渡店 0289-63-5691 栃木県鹿沼市千渡１７５４ー４
栃木県 鹿沼市 クスリのアオキ 東町店 0289-77-7705 栃木県鹿沼市東町２丁目２番４１号
栃木県 鹿沼市 福田屋百貨店 ＣＢ鹿沼店 0289-63-0011 栃木県鹿沼市東末広町１０７３
栃木県 鹿沼市 ツルハドラッグ 鹿沼日吉町店 0289-60-1268 栃木県鹿沼市日吉町５９８ー１
栃木県 鹿沼市 カワチ薬品樅山店 0289-65-5600 栃木県鹿沼市樅山町４７ー１
栃木県 小山市 ウエルシア 小山雨ヶ谷店 0285-31-3655 栃木県小山市雨ヶ谷８０２－３
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 ウエルシア 小山駅南町店 0285-31-0053 栃木県小山市駅南町２ー６ー１



栃木県 小山市 ウエルシア 小山花垣店 0285-30-7502 栃木県小山市花垣町１ー４ー２９
栃木県 小山市

薬マツモトキヨシ おやまゆうえんハーヴェストウォーク
店

0285-20-0050 栃木県小山市喜沢１４７５

栃木県 小山市 アインズ＆トルペ 小山駅店 0285-37-9062
栃木県小山市城山町３丁目３番２２号Ｄｉｌａ小山２階
駅構内

栃木県 小山市 ウエルシア 小山城東店 0285-20-3865 栃木県小山市城東３ー２３ー４
栃木県 小山市 ウエルシア 小山神鳥谷店 0285-20-8030 栃木県小山市神鳥谷５丁目１７番２３号
栃木県 小山市 スギ薬局 小山西城南店 0285-31-0393 栃木県小山市西城南３ー１２ー１３
栃木県 小山市 ウエルシア 小山西城南店 0285-31-4670 栃木県小山市西城南６ー１１ー４
栃木県 小山市 カワチ薬品 小山駅東通り店 0285-25-5581 栃木県小山市大字稲葉郷１０３７ー１３
栃木県 小山市 サンドラッグ小山雨ヶ谷店 0285-31-0909 栃木県小山市大字雨ヶ谷８９７番地
栃木県 小山市 カワチ薬品 間々田店 0285-45-2900 栃木県小山市大字間々田２４１９
栃木県 小山市 カワチ薬品 小山東店 0285-25-5677 栃木県小山市大字犬塚４０５ー４
栃木県 小山市 カワチ薬品　小山西店 0285-24-7580 栃木県小山市大字神鳥谷７００ー１
栃木県 小山市 アイココチ小山立木店 0285-24-5350 栃木県小山市大字立木９３４ー１
栃木県 小山市 ドン・キホーテ 小山駅前店 0285-20-2511 栃木県小山市中央町３ー７ー１ロブレ内Ｂ１Ｆ
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 カワチ薬品東城南店 0285-28-0620 栃木県小山市東城南１ー３３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 クスリのアオキ 下高間木店 0285-81-6330 栃木県真岡市下高間木２丁目１１番地１
栃木県 真岡市 ウエルシア 真岡高間木店 0285-81-1908 栃木県真岡市下高間木３２ー１
栃木県 真岡市 ウエルシア 真岡亀山店 0285-80-7380 栃木県真岡市亀山１丁目１９番地１
栃木県 真岡市 カワチ薬品　二宮店 0285-74-3740 栃木県真岡市久下田７１１
栃木県 真岡市 カワチ薬品　真岡東店 0285-84-7531 栃木県真岡市荒町３ー５０ー２
栃木県 真岡市 ウエルシア 真岡荒町店 0285-80-8410 栃木県真岡市荒町三丁目４４番地２
栃木県 真岡市 カワチ薬品 真岡西店 0285-85-0811 栃木県真岡市上高間木３ー２ー１
栃木県 真岡市 ベイシア真岡店 0285-84-1111 栃木県真岡市並木町１ー３ー５
栃木県 足利市 マルエドラッグ　山川店 0284-44-2310 栃木県足利市山川町３７ー７
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 足利市 ドラッグストアマツモトキヨシ 足利助戸店 0284-44-5100 栃木県足利市助戸１丁目６８０
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 クスリのアオキ 新山店 0284-64-7501 栃木県足利市新山町２２５９番地５
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 サンドラッグ アシコタウンあしかが店 0284-40-2170 栃木県足利市大月町３番地２
栃木県 足利市 ウエルシア　足利大前店 0284-65-0337 栃木県足利市大前町８２７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 クスリのアオキ大町店 0284-22-8223 栃木県足利市大町５３１番地１
栃木県 足利市 サンドラッグ足利店 0284-70-0933 栃木県足利市朝倉町２ー２１ー１６
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 ドラッグストアマツモトキヨシ 足利朝倉店 0284-73-7356 栃木県足利市朝倉町２５６
栃木県 足利市 ウエルシア足利朝倉店 0284-70-0662 栃木県足利市田中町３０ー３
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 クスリのアオキ　福居店 0284-64-7027 栃木県足利市福居町２１９２番地１
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 大田原市 ウエルシア アクロスプラザ大田原店 0287-20-0001 栃木県大田原市若松町１６４２ー６
栃木県 大田原市 ドラッグストアマツモトキヨシ 大田原店 0287-23-5570 栃木県大田原市美原１ー３１５９ー１
栃木県 大田原市 ウエルシア 大田原本町店 0287-24-6700 栃木県大田原市本町１丁目２７０５番８８



栃木県 栃木市 スギドラッグ 栃木岩舟店 0282-21-8761 栃木県栃木市岩舟町静８７９番地３
栃木県 栃木市 カワチ薬品　祝町店 0282-22-4280 栃木県栃木市祝町７番２６号
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 栃木市 カワチ薬品　都賀インター店 0282-27-2660 栃木県栃木市大宮町２８１５
栃木県 栃木市 サンドラッグ大平町店 0282-45-2531 栃木県栃木市大平町下皆川２１５ー２
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 スギドラッグ とりせん大平店 0282-21-8061 栃木県栃木市大平町西水代１８３７番地１とりせん内
栃木県 栃木市 ウエルシア 大平店 0282-45-2030 栃木県栃木市大平町西野田１５２
栃木県 栃木市 カワチ薬品 箱森店 0282-23-6966 栃木県栃木市箱森町１１ー４２
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 カワチ薬品栃木インター店 0282-22-0841 栃木県栃木市箱森町３８ー６３
栃木県 栃木市 ツルハドラッグ 新栃木店 0282-20-7268 栃木県栃木市平柳町１丁目２７番３号
栃木県 栃木市 ツルハドラッグ 栃木平柳店 0282-20-2268 栃木県栃木市平柳町１丁目４０番７号
栃木県 栃木市 ウエルシア 栃木片柳店 0282-20-5508 栃木県栃木市片柳町４ー２ー２８
栃木県 栃木市 クスリのアオキ倭町店 0282-25-7385 栃木県栃木市倭町８番２３号
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 ＭＥＧＡドン・キホーテ　黒磯店 0287-62-3810 栃木県那須塩原市材木町３ー５
栃木県 那須塩原市 クスリのアオキ 三島店 0287-47-6212 栃木県那須塩原市三島１丁目１５番地３
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 ウエルシア 西那須野南郷屋店 0287-39-5255 栃木県那須塩原市新南１６３ー７８４
栃木県 那須塩原市 サンドラッグ西那須野店 0287-39-6630 栃木県那須塩原市太夫塚６ー２３２ー３１
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 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 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 那須郡那珂川町 カワチ薬品小川店 0287-96-5585 栃木県那須郡那珂川町小川２３８２ー３
栃木県 那須郡那須町 カワチ薬品黒田原店 0287-72-6610 栃木県那須郡那須町寺子丙１ー８１
栃木県 日光市 ウエルシア 日光今市店 0288-22-8388 栃木県日光市芹沼１４６１ー２
栃木県 日光市 クスリのアオキ 日光森友店 0288-25-6617 栃木県日光市森友７３８番地
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 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 ウエルシア 日光今市大沢店 0288-26-9158 栃木県日光市木和田島１５６７ー４
栃木県 芳賀郡益子町 ウエルシア 益子町役場前店 0285-70-1311 栃木県芳賀郡益子町大字益子字大堤１９９４ー５
栃木県 芳賀郡益子町 カワチ薬品　益子店 0285-72-8666 栃木県芳賀郡益子町北中１３ー１
栃木県 芳賀郡芳賀町 カワチ薬品　芳賀店 028-677-8711 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井１０８８ー１
栃木県 矢板市 サンドラッグ矢板店 0287-40-0801 栃木県矢板市富田字原田１７０ー１
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 矢板市 クスリのアオキ 木幡店 0287-47-7661 栃木県矢板市木幡２５８２番地１

長野県 安曇野市 とをしや薬局　三郷店 0263-77-7577 長野県安曇野市三郷温２４２９ー２

長野県 安曇野市 アメリカンドラッグ穂高店 0263-81-1182 長野県安曇野市穂高２５７９ー１
長野県 安曇野市 カワチ薬品穂高店 0263-84-0703 長野県安曇野市穂高５５７７ー１
長野県 安曇野市 とをしや薬局　矢原店 0263-81-0955 長野県安曇野市穂高７６９ー２
長野県 安曇野市 とをしや薬局　有明店 0263-83-7341 長野県安曇野市穂高有明１００１１
長野県 安曇野市 とをしや薬局　豊科店 0263-71-2811 長野県安曇野市豊科２６３７ー４
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 安曇野市 とをしや薬局　堀金店 0263-73-5603 長野県安曇野市堀金烏川５０１０
長野県 安曇野市 ドラッグストアマツモトキヨシ あづみの堀金店 0263-71-2720 長野県安曇野市堀金烏川５０５２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 ファミリードラッグ 伊那店 0265-76-8681 長野県伊那市伊那部２６９６ー１
長野県 伊那市 カワチ薬品 伊那境店 0265-73-6931 長野県伊那市境１３６１
長野県 伊那市 ウエルシア　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 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 伊那市 ファミリードラッグ 竜東店 0265-71-6338 長野県伊那市大字伊那部字北川原５０９２ー１
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 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 塩尻市 とをしや薬局　広丘駅前店 0263-54-8867 長野県塩尻市大字広丘原新田２１５ー４
長野県 塩尻市 とをしや薬局　広丘野村店 0263-51-6020 長野県塩尻市大字広丘野村７９７ー３
長野県 塩尻市 とをしや薬局　塩尻中学前店 0263-54-9727 長野県塩尻市大字大小屋字屋敷９３ー１
長野県 塩尻市 サンドラッグ塩尻店 0263-51-6377 長野県塩尻市大門一番地７ー２
長野県 塩尻市 アメリカンドラッグ塩尻店 0263-51-6861 長野県塩尻市大門七区５８ー３
長野県 塩尻市 カワチ薬品塩尻店 0263-52-6356 長野県塩尻市大門並木町１１－１０
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 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 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 サンドラッグ岡谷店 0266-21-1335 長野県岡谷市神明町３ー１ー３
長野県 岡谷市 ウエルシア　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 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 下高井郡山ノ内町 アメリカンドラッグ山ノ内平穏店 0269-38-1438 長野県下高井郡山ノ内町平穏２９４３ー１９
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 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 ドン・キホーテ茅野店 0266-82-5411 長野県茅野市宮川１１９９ー１

長野県 茅野市 アメリカンドラッグ茅野メリーパーク店 0266-82-5877
長野県茅野市宮川４４４９ー１ショッピングセンターメ
リーパーク内

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 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 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 アメリカンドラッグ駒ヶ根店 0265-82-8250 長野県駒ヶ根市赤穂１４６７
長野県 駒ヶ根市 ベルシャイン　駒ケ根店 0265-82-2111 長野県駒ヶ根市赤穂１５６８番地
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 佐久市 くすりのほしまん 佐久中央店 0267-68-6677 長野県佐久市猿久保７９０ー１
長野県 佐久市 カワチ薬品佐久平店 0267-68-7221 長野県佐久市岩村田１７６３ー１
長野県 佐久市 ツルハ ツルハドラッグ佐久岩村田店 0267-66-0268 長野県佐久市岩村田２１０３番地
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 佐久市役所前店 0267-64-2550 長野県佐久市中込３０１５ー１
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 アメリカンドラッグ佐久中込店 0267-77-7691 長野県佐久市中込字西妻神３２０６番地
長野県 佐久市 アメリカンドラッグ臼田店 0267-81-1086 長野県佐久市田口５５４５ー１
長野県 佐久市 ドラッグストアマツモトキヨシ 野沢南店 0267-64-5320 長野県佐久市野沢１７０ー１



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 小諸市 ウエルシア 小諸御幸町店 0267-26-2205 長野県小諸市御幸町一丁目２番２６号
長野県 小諸市 ツルハ ツルハドラッグ小諸御影店 0267-26-5268 長野県小諸市大字御影新田１８５０
長野県 小諸市 ツルハ ツルハドラッグ小諸インター店 0267-26-6268 長野県小諸市大字諸３０３
長野県 小諸市 カワチ薬品　小諸店 0267-24-4230 長野県小諸市丙３８４－３
長野県 松本市 アメリカンドラッグ梓川店 0263-78-0205 長野県松本市梓川倭２４０３ー１
長野県 松本市 とをしや薬局　梓川店 0263-76-1082 長野県松本市梓川倭９１８

長野県 松本市 サンドラッグ 南松本イトーヨーカドー店 0263-24-1105
長野県松本市高宮中１番２０号イトーヨーカドー南松本
店内１階

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 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 とをしや薬局　松本寿店 0263-85-3150 長野県松本市寿南１丁目２５４ー１

長野県 松本市 とをしや薬局　庄内店 0263-24-0601
長野県松本市出川１丁目１４ー１庄内ショッピングセン
ター内

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 薬マツモトキヨシ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 松本市 とをしや薬局　松本高宮店 0263-24-2288 長野県松本市征矢野２ー１４ー１１
長野県 松本市 ドン・キホーテ 南松本店 0263-24-2011 長野県松本市双葉１８ー２２
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 とをしや薬局　村井店 0263-85-2522 長野県松本市村井町西２ー１７ー３４
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 とをしや薬局　島内店 0263-40-1666 長野県松本市大字島内１８４０ー７
長野県 松本市 ツルハ ツルハドラッグ松本島立店 0263-40-7268 長野県松本市大字島立７７４ー１
長野県 松本市 ドラッグストアマツモトキヨシ つかま店 0263-29-0831 長野県松本市筑摩３ー２８ー３
長野県 松本市 ローズマリー 松本パルコ店 0263-38-2115 長野県松本市中央１ー１０ー３０松本パルコ２Ｆ
長野県 松本市 イオンスタイル松本 0263-38-1900 長野県松本市中央４丁目１３７１番２２
長野県 松本市 アメリカンドラッグ松本波田店 0263-50-6785 長野県松本市波田字波田１００５９ー１
長野県 松本市 とをしや薬局　平田店 0263-59-5370 長野県松本市平田東２ー１７ー１３
長野県 松本市 ツルハ ツルハドラッグ松本平田店 0263-85-2268 長野県松本市平田東３丁目１ー１５
長野県 松本市 サンドラッグ南松本店 0263-85-3157 長野県松本市芳川村井町８６８ー２
長野県 上伊那郡辰野町 辰野ファミリー薬局 0266-44-1661 長野県上伊那郡辰野町伊那富神田２５８７ー１
長野県 上伊那郡南箕輪村 ドラッグストアマツモトキヨシ 伊那インター店 0265-76-8918 長野県上伊那郡南箕輪村８７８０ー１
長野県 上伊那郡南箕輪村 アメリカンドラッグ伊那インター店 0265-71-6661 長野県上伊那郡南箕輪村三本木８３０４ー２６５
長野県 上伊那郡箕輪町 アメリカンドラッグ箕輪店 0265-71-1012 長野県上伊那郡箕輪町三日町９２８ー１
長野県 上伊那郡箕輪町 ドラッグストアマツモトキヨシ 伊北インター店 0265-71-3370 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪字山の神１６０８ー１
長野県 上伊那郡箕輪町 ファミリードラッグ 箕輪店 0265-79-9958 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪８０５７
長野県 上水内郡信濃町 ファミリードラッグ 古間店 026-251-7117 長野県上水内郡信濃町古間８６７ー１
長野県 上田市 アメリカンドラッグ上田国分店 0268-28-7150 長野県上田市国分８０番地
長野県 上田市 カワチ薬品上田北店 0268-24-4137 長野県上田市秋和４２０
長野県 上田市 ドン・キホーテ 上田店 0268-29-4311 長野県上田市上塩尻３６８ー２
長野県 上田市 カワチ薬品　丸子店 0268-42-7213 長野県上田市上丸子１０２３ー１
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 クスリのアオキ 常田店 0268-28-7120 長野県上田市常田２ー１０ー６
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 クスリのアオキ 上田原店 0268-29-2310 長野県上田市神畑字鳥居先１３５番
長野県 上田市 クスリのアオキ 大屋店 0268-35-5010 長野県上田市大屋２３４ー８



長野県 上田市 クスリのアオキ 上田中央店 0268-28-0350 長野県上田市中央２丁目１８番２６号
長野県 上田市 ドラッグストアマツモトキヨシ ユーメイト上田中央店 0268-71-2270 長野県上田市中央５ー１３ー３１
長野県 上田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 丸子ベルプラザ店 0268-43-8331 長野県上田市中丸子１６４７ー７
長野県 上田市 アメリカンドラッグ上田丸子店 0268-43-8560 長野県上田市長瀬３００３
長野県 上田市 アメリカンドラッグ上田駅前店 0268-29-7300 長野県上田市天神１ー９ー４ＨＡＭＡビルディング１Ｆ
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 アメリカンドラッグ上田上堀店 0268-29-5581 長野県上田市踏入２丁目１１５４ー４
長野県 上田市 アメリカンドラッグ塩田店 0268-39-8855 長野県上田市本郷字吉原７６１番地２他
長野県 諏訪郡下諏訪町 ツルハ ツルハドラッグ下諏訪店 0266-26-3268 長野県諏訪郡下諏訪町６２８４番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 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 アメリカンドラッグ諏訪上川店 0266-56-6613 長野県諏訪市上川３丁目２４５０ー１
長野県 諏訪市 ウエルシア　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 須坂市 クスリのアオキ 旭ヶ丘店 026-247-8110 長野県須坂市旭ヶ丘２１０２番地１
長野県 須坂市 ファミリードラッグ 塩川店 026-242-7548 長野県須坂市塩川町２５５４ー１
長野県 須坂市 ファミリードラッグ 芝宮前店 026-248-9111 長野県須坂市横町２８８ー１
長野県 須坂市 アメリカンドラッグ須坂臥竜店 026-215-2700 長野県須坂市臥竜５ー１１ー１０
長野県 須坂市 アメリカンドラッグ春木町店 026-242-5331 長野県須坂市須坂９４１ー１
長野県 須坂市 ファミリードラッグ 八幡店 026-248-0999 長野県須坂市墨坂２ー７ー１２１Ｆ
長野県 須坂市 クスリのアオキ 墨坂店 026-247-8850 長野県須坂市墨坂４丁目３番２８号
長野県 須坂市 アメリカンドラッグ墨坂店 026-251-2230 長野県須坂市墨坂南１８９５ー１
長野県 千曲市 クスリのアオキ 戸倉店 026-213-6311 長野県千曲市戸倉１９１６番地１
長野県 千曲市 クスリのアオキ 新田店 026-247-8280 長野県千曲市新田７６８番地３
長野県 千曲市 アメリカンドラッグ粟佐店 026-274-4785 長野県千曲市大字粟佐１２４０ー１
長野県 千曲市 クスリのアオキ 粟佐店 026-273-8220 長野県千曲市大字粟佐字宮西１２５８ー１
長野県 千曲市 アメリカンドラッグ杭瀬下店 026-261-3350 長野県千曲市大字杭瀬下６５
長野県 千曲市 アメリカンドラッグ千曲埴生店 026-261-3120 長野県千曲市鋳物師屋１３０ー３
長野県 大町市 とをしや薬局　大町常盤店 0261-26-3250 長野県大町市常盤５８６８ー９
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 中野市 ファミリードラッグ 中野一本木店 0269-24-6220 長野県中野市一本木２３３ー１
長野県 中野市 アメリカンドラッグ吉田店 0269-26-0022 長野県中野市吉田７１８ー３
長野県 中野市 イオン中野店 0269-23-4555 長野県中野市大字一本木２５２ー１
長野県 中野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 中野吉田店 0269-24-7550 長野県中野市大字吉田１０４９ー１
長野県 中野市 クスリのアオキ 西条店 0269-38-1171 長野県中野市大字西条８６９番地
長野県 中野市 アメリカンドラッグ駅南店 0269-23-3346 長野県中野市大字西条字吉原５８７ー２
長野県 中野市 カワチ薬品　中野店 0269-26-1180 長野県中野市大字片塩字松崎５８ー２
長野県 長野市 アメリカンドラッグ南長野店 026-286-7785 長野県長野市稲里中央２丁目１５ー８
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 アメリカンドラッグ稲里店 026-291-0661 長野県長野市稲里町中央４ー１１ー１２
長野県 長野市 クスリのアオキ 稲里店 026-254-6380 長野県長野市稲里町中氷鉋２２３８
長野県 長野市 ウエルシア 長野川中島店 026-291-0681 長野県長野市稲里町中氷鉋９６３ー１他
長野県 長野市 とをしや薬局　長野栗田店 026-267-5571 長野県長野市栗田３４０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 ＭＥＧＡドン・キホーテ長野店 026-263-3810 長野県長野市高田１７５８
長野県 長野市 アメリカンドラッグ伊勢宮店 026-228-8085 長野県長野市差出南２ー２２ー６



長野県 長野市 クスリのアオキ 三輪東店 026-217-1732 長野県長野市三輪１丁目８番２６号
長野県 長野市 三輪ファミリー薬局 026-254-5544 長野県長野市三輪２ー１ー１１
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 クスリのアオキ 三輪店 026-256-6320 長野県長野市三輪９丁目４９番３６号
長野県 長野市 篠ノ井ファミリー薬局 026-299-3110 長野県長野市篠ノ井会上東原７５８ー１
長野県 長野市 クスリのアオキ 篠ノ井店 026-290-5250 長野県長野市篠ノ井御幣川字北松島６１１
長野県 長野市 アメリカンドラッグアグリ篠ノ井店 026-299-9200 長野県長野市篠ノ井布施五明６８２
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 ココカラファイン若里店 026-229-5775
長野県長野市若里３ー２２ー１ケーズタウン若里ショッ
ピングセンター内１Ｆ

長野県 長野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 南長野運動公園店 026-299-3357 長野県長野市水沢上庭土地区画整理事業１３街区ー１１
長野県 長野市 クスリのアオキ 大塚店 026-254-6250 長野県長野市青木島町大塚字北島９１６番１
長野県 長野市 ドン・キホーテ パウ川中島店 0262-86-6211 長野県長野市川中島町御厨字寺沢９７３ー２
長野県 長野市 クスリのアオキ 三本柳店 026-254-6260 長野県長野市川中島町四ツ屋字辺屋新田１０４０番３５
長野県 長野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 安茂里店 026-268-0270 長野県長野市大字安茂里３１４８
長野県 長野市 アメリカンドラッグ安茂里店 026-291-3760 長野県長野市大字安茂里上河原３６３３ー４
長野県 長野市 ファミリードラッグ 稲田店 026-259-9440 長野県長野市大字稲田２ー５６ー３５
長野県 長野市 クスリのアオキ 稲葉店 026-267-0250 長野県長野市大字稲葉字中原沖８９６番
長野県 長野市 アメリカンドラッグ長野日詰店 026-268-2311 長野県長野市大字稲葉日詰２７７７ー１
長野県 長野市 クスリのアオキ 若宮店 026-256-8070 長野県長野市大字西尾張部字若宮北１９４－１
長野県 長野市 アメリカンドラッグ石渡店 026-239-7225 長野県長野市大字石渡ドブ１５２ー５
長野県 長野市 クスリのアオキ 石渡店 026-256-6830 長野県長野市大字石渡字東田５９－２
長野県 長野市 アメリカンドラッグ大豆島店 026-222-3007 長野県長野市大豆島４２１６
長野県 長野市 アメリカンドラッグまゆみ田店 026-256-9300 長野県長野市檀田２ー３０ー７
長野県 長野市 クスリのアオキ 中御所店 026-217-0750 長野県長野市中御所三丁目５番１８号
長野県 長野市 アメリカンドラッグコスメⅡ 026-229-6812 長野県長野市鶴賀（居町）３３１ー２
長野県 長野市 クスリのアオキ 南高田店 026-256-6650 長野県長野市南高田１丁目１６－１
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６ＭＩＤＯＲＩ長野１Ｆ
長野県 長野市 アメリカンドラッグ長野豊野店 026-219-3934 長野県長野市豊野町豊野字沖５７６ー１
長野県 長野市 アメリカンドラッグコスメ 026-268-1381 長野県長野市北石堂町１３９１ー１
長野県 長野市 ドン・キホーテ長野駅前店 026-291-4611 長野県長野市末広町１３５５ー５
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 東御市 アメリカンドラッグ東御常田店 0268-64-7155 長野県東御市常田７２９ー１
長野県 南佐久郡佐久穂町 ファミリードラッグ 佐久穂店 0267-86-5572 長野県南佐久郡佐久穂町大字宿岩９１ー６
長野県 飯山市 アメリカンドラッグ飯山静間店 0269-81-1372 長野県飯山市大字静間１４８１
長野県 飯山市 アメリカンドラッグ飯山本町店 0269-81-3062 長野県飯山市飯山本町１１８０ー１
長野県 飯田市 カワチ薬品飯田店 0265-24-5907 長野県飯田市羽場町３丁目
長野県 飯田市 座光寺ファミリー薬局 0265-23-8895 長野県飯田市座光寺４７００ー３
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 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 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 ドラッグストアマツモトキヨシ 飯田駄科店 0265-26-3010 長野県飯田市駄科１３１８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 アメリカンドラッグ飯田インター店 0265-21-7520 長野県飯田市鼎一色１４０ー１
長野県 飯田市 イオン飯田アップルロード店 0265-22-5531 長野県飯田市鼎一色４５６番地
長野県 飯田市 ツルハ ツルハドラッグ飯田西鼎店 0265-21-5268 長野県飯田市鼎西鼎５４２ー１



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 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 アピタ飯田店 0265-56-1020 長野県飯田市鼎名古熊２４６１アピタ飯田店１Ｆ
長野県 北安曇郡松川村 とをしや薬局　松川店 0261-61-1525 長野県北安曇郡松川村東川原５７２８ー１８０
長野県 北安曇郡池田町 ドラッグストアマツモトキヨシ 池田町店 0261-61-6010 長野県北安曇郡池田町大字池田２８５５番地
長野県 北安曇郡白馬村 ファミリードラッグ 白馬店 0261-71-1671 長野県北安曇郡白馬村大字北城５９３４ー１
長野県 北佐久郡軽井沢町 セイジョー軽井沢店 0267-41-1017 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢１３２３ー４１
長野県 北佐久郡軽井沢町 ツルハ ツルハドラッグ軽井沢店 0267-44-3268 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉１７１４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 北佐久郡御代田町 ファミリードラッグ 御代田店 0267-31-2010 長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口１８５０
長野県 北佐久郡御代田町 アメリカンドラッグ御代田店 0267-31-2630 長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口１８６１ー１

長野県 木曽郡木曽町 アメリカンドラッグ木曽日義店 0264-26-1011 長野県木曽郡木曽町日義１６１０ー１

山梨県 甲州市 サンドラッグ塩山店 0553-32-6250 山梨県甲州市塩山下塩後９４３ー１

山梨県 甲州市 ウエルシア　塩山市民病院前店 0553-32-6255 山梨県甲州市塩山下於曽１４７０
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 甲斐市 アピタ　甲斐双葉店 0551-30-7111 山梨県甲斐市志田字柿木６４５－１番地

山梨県 甲斐市 ドラッグストアマツモトキヨシ ラザウォーク甲斐双葉店 0551-28-1005
山梨県甲斐市志田字柿木６４５ー１ラザウォーク甲斐双
葉内１４８

山梨県 甲斐市 サンドラッグ篠原店 055-240-8888 山梨県甲斐市篠原１５８５
山梨県 甲斐市 ツルハ ツルハドラッグ甲斐市役所前店 055-240-8268 山梨県甲斐市篠原２８７１ー１
山梨県 甲斐市 ウエルシア　甲斐開国橋店 055-260-8011 山梨県甲斐市西八幡３５６８ー１
山梨県 甲斐市 ツルハ ツルハドラッグ甲斐西八幡店 055-260-6268 山梨県甲斐市西八幡字戸田道下３６１４番地
山梨県 甲斐市 ウエルシア関東 ウエルシア甲斐敷島店 055-267-3698 山梨県甲斐市中下条１６１１
山梨県 甲斐市 サンドラッグ敷島店 055-267-2233 山梨県甲斐市中下条字三味堂９３５ー１
山梨県 甲斐市 ツルハ ツルハドラッグ竜王名取店 055-260-8268 山梨県甲斐市名取５２ー１
山梨県 甲斐市 ツルハ ツルハドラッグ双葉響が丘店 0551-28-8268 山梨県甲斐市龍地３６４７ー１
山梨県 甲府市 ツルハ ツルハドラッグ甲府高畑店 055-231-8858 山梨県甲府市高畑１ー４３１ー２
山梨県 甲府市 ウエルシア甲府和戸店 055-231-8105 山梨県甲府市国玉町３２８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 ウエルシア関東 ウエルシア　甲府若松店 055-236-6606 山梨県甲府市若松町８番６
山梨県 甲府市 サンドラッグ上今井店 055-242-2032 山梨県甲府市上今井町７４７ー１
山梨県 甲府市 サンドラッグ貢川店 055-225-0020 山梨県甲府市上石田３ー９ー１３
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 サンドラッグ甲府青沼店 055-222-0031 山梨県甲府市青沼２ー１ー１
山梨県 甲府市 ツルハ ツルハドラッグ甲府千塚店 055-230-0268 山梨県甲府市千塚４ー３ー２７
山梨県 甲府市 ウエルシア　大里店 055-241-5530 山梨県甲府市大里町　　　　　　１８３４
山梨県 甲府市 サンドラッグ国母店 055-241-5208 山梨県甲府市大里町３９２
山梨県 甲府市 ツルハ ツルハドラッグ甲府中小河原店 055-220-2268 山梨県甲府市中小河原１丁目９番３号
山梨県 甲府市 ツルハ ツルハドラッグ甲府朝気店 055-230-2322 山梨県甲府市朝気３ー１７ー１５
山梨県 甲府市 サンドラッグ湯村店 055-255-6191 山梨県甲府市湯村１丁目９ー３０
山梨県 甲府市 ツルハ ツルハドラッグ貢川店 055-230-1560 山梨県甲府市徳行１ー６ー７
山梨県 甲府市 ウエルシア関東 ウエルシア　甲府徳行店 055-236-6631 山梨県甲府市徳行２－１４－２３
山梨県 甲府市 カワチ薬品　甲府中央店 055-223-8155 山梨県甲府市飯田１－２－４
山梨県 甲府市 ツルハ ツルハドラッグ甲府富士見店 055-255-2268 山梨県甲府市富士見１ー６ー１３
山梨県 甲府市 ウエルシア 甲府武田店 055-255-2550 山梨県甲府市武田１ー４ー３１
山梨県 甲府市 サンドラッグ緑ヶ丘店 055-251-3917 山梨県甲府市緑ヶ丘１ー２５９ー４



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 山梨市 ツルハ ツルハドラッグ山梨石森店 055-321-8155 山梨県山梨市下石森字宮ノ前３２
山梨県 山梨市 ウエルシア関東 ウエルシア山梨七日市場店 0553-20-1611 山梨県山梨市七日市場８６３
山梨県 山梨市 サンドラッグ小原西店 0553-21-7211 山梨県山梨市小原西９７４番地２
山梨県 山梨市 サンドラッグ万力店 0553-21-7027 山梨県山梨市万力７７
山梨県 山梨市 ベイシア ベイシア山梨店 0553-21-7789 山梨県山梨市落合６６０
山梨県 上野原市 ウエルシア　上野原店 0554-30-2155 山梨県上野原市上野原４１１４

山梨県
西八代郡市川三郷
町

ツルハ ツルハドラッグ市川大門店 055-278-8268 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門１３８４ー１

山梨県
西八代郡市川三郷
町

ウエルシア市川三郷店 055-278-8885 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門２４４

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 中央市 アピタ　田富店 0552-30-7311 山梨県中央市山之神１３８３ー９
山梨県 中央市 サンドラッグ田富リバーサイド店 055-273-6086 山梨県中央市山之神字鍛冶新居３６２５ー１
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 ウエルシア関東 ウエルシア甲府昭和店 055-268-6220 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰１１３２ー２
山梨県 中巨摩郡昭和町 イオンスタイル甲府昭和店 055-268-0580 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰１５０５ー１
山梨県 中巨摩郡昭和町 ツルハ ツルハドラッグ甲府昭和店 055-268-6268 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰６３街区３・４・５
山梨県 中巨摩郡昭和町 ウエルシア　石和市部店 055-261-8722 山梨県笛吹市石和町市部１０９０－１
山梨県 笛吹市 サンドラッグ一宮店 0553-47-5412 山梨県笛吹市一宮町竹原田１３３３
山梨県 笛吹市 ウエルシア　ＭＴ御坂店 055-261-8701 山梨県笛吹市御坂町夏目原１１１６
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 笛吹市 ドン・キホーテ パウいさわ店 055-261-8211 山梨県笛吹市石和町四日市場１７４５
山梨県 笛吹市 サンドラッグ石和店 055-261-5311 山梨県笛吹市石和町市部字北河原８２２ー３２
山梨県 都留市 ツルハ ツルハドラッグ都留赤坂店 0554-20-8268 山梨県都留市四日市場１２９
山梨県 都留市 ウエルシア　都留店 0554-20-3811 山梨県都留市上谷６ー１０５２ー１
山梨県 都留市 ツルハ ツルハドラッグ都留文大駅前店 0554-45-0268 山梨県都留市田原２ー１１０７
山梨県 都留市 ウエルシア　都留田野倉店 0554-46-6280 山梨県都留市田野倉１５８－２
山梨県 南アルプス市 ツルハ ツルハドラッグ峡西店 0552-80-8260 山梨県南アルプス市下宮地７１３オギノＳＣ内
山梨県 南アルプス市 ドラッグストアマツモトキヨシ 南アルプス白根店 055-280-8120 山梨県南アルプス市在家塚１２９０番１
山梨県 南アルプス市 サンドラッグ南アルプス店 055-280-8152 山梨県南アルプス市十五所字西原１４２３ー４
山梨県 南アルプス市 ツルハ ツルハドラッグ南アルプス八田店 055-285-0268 山梨県南アルプス市野牛島２３４７ー１２
山梨県 南巨摩郡南部町 ウエルシア南巨摩南部町店 0556-66-1115 山梨県南巨摩郡南部町福士２８５０５番１２
山梨県 南巨摩郡富士川町 サンドラッグ富士川店 0556-20-6020 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町９７３ー１

山梨県
南都留郡富士河口
湖町

サンドラッグフォレストモール店 0555-83-5533 山梨県南都留郡富士河口湖町小立字白木４２８６ー１

山梨県
南都留郡富士河口
湖町

マツモトキヨシ 富士河口湖店 0555-20-3838 山梨県南都留郡富士河口湖町船津２０８９

山梨県
南都留郡富士河口
湖町

ウエルシア 河口湖船津店 0555-83-5775 山梨県南都留郡富士河口湖町船津２１２８番地１

山梨県
南都留郡富士河口
湖町

サンドラッグ河口湖赤坂店 0555-24-5751
山梨県南都留郡富士河口湖町船津字地蔵丸尾５１６５ー
２

山梨県 韮崎市 サンドラッグＬＧ韮崎店 0551-30-0030 山梨県韮崎市若宮２ー２ー２３
山梨県 韮崎市 ツルハ ツルハドラッグ韮崎店 055-120-1166 山梨県韮崎市藤井町南下条２０５
山梨県 韮崎市 サンドラッグ韮崎店 0551-23-7722 山梨県韮崎市藤井町南下條字冷田１６３ー１
山梨県 富士吉田市 ウエルシア下吉田店 0555-20-1131 山梨県富士吉田市下吉田５８１４番１
山梨県 富士吉田市 ドン・キホ－テ 河口湖店 055-521-2311 山梨県富士吉田市松山字熊穴１５９０



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 富士吉田市 ウエルシア関東 ウエルシア　富士吉田店 0555-21-2205 山梨県富士吉田市上吉田３４５１－１

山梨県 富士吉田市 ツルハ ツルハドラッグ上吉田店 0555-21-2266 山梨県富士吉田市中曽根２ー１３ー７

新潟県 阿賀野市 クスリのアオキ 水原店 0250-47-8607 新潟県阿賀野市学校町１０番１７号

新潟県 阿賀野市 ドラッグトップス水原店 0250-63-2678 新潟県阿賀野市市野山字大坪２２１
新潟県 阿賀野市 ウエルシア新潟水原店 0250-62-8801 新潟県阿賀野市中島町１２５８ー７
新潟県 阿賀野市 マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッグ水原店 0250-63-2688 新潟県阿賀野市日の出町７ー１１５
新潟県 燕市 クスリのアオキ 井土巻店 0256-46-8910 新潟県燕市井土巻１７１番地１
新潟県 燕市 ウエルシア　燕店 0256-61-6600 新潟県燕市井土巻２ー６２ー１
新潟県 燕市 イオン県央店 0256-63-3311 新潟県燕市井土巻３ー６５
新潟県 燕市 ウエルシア　吉田店 0256-91-1211 新潟県燕市吉田３７１９ー１
新潟県 燕市 ドラッグトップス吉田店 0256-91-1045 新潟県燕市吉田東栄町１３ー１５
新潟県 燕市 クスリのアオキ 分水店 0256-77-8700 新潟県燕市笈ケ島字興野前１１８１番１
新潟県 燕市 クスリのアオキ つばめ白山店 0256-64-7100 新潟県燕市白山町３丁目２２番９号
新潟県 燕市 マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッグ燕店 0256-61-7788 新潟県燕市杣木２６９０番１
新潟県 燕市 ドラッグトップス燕北店 0256-61-7310 新潟県燕市杣木字館ノ越４９７
新潟県 加茂市 ドラッグトップス加茂店 0256-57-1511 新潟県加茂市大郷町２ー１ー１５
新潟県 魚沼市 ウエルシア新潟小出店 025-793-3650 新潟県魚沼市井口新田１００３ー６
新潟県 魚沼市 ウエルシア 新潟小出東店 025-783-1070 新潟県魚沼市井口新田８３８ー１
新潟県 魚沼市 ココカラファイン小出店 0257-92-2906 新潟県魚沼市井口新田８６７ー１
新潟県 魚沼市 ドラッグトップス魚沼店 025-793-1500 新潟県魚沼市吉田１１０６番地
新潟県 見附市 マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッグ見附店 0258-63-4121 新潟県見附市葛巻町１６７０ー１
新潟県 見附市 ＰＬＡＮＴ－５ 見附店　化粧品部門 0258-61-4411 新潟県見附市上新田町７２５ー１
新潟県 見附市 ウエルシア 見附上新田店 0258-61-2655 新潟県見附市上新田町８１４ー１１
新潟県 見附市 ドラッグトップス見附新町店 025-861-3711 新潟県見附市新町１ー１４ー２０
新潟県 見附市 クスリのアオキ 本所店 0258-94-5345 新潟県見附市本所１丁目３番７号
新潟県 五泉市 クスリのアオキ 五泉今泉店 0250-47-4780 新潟県五泉市今泉１３４０番
新潟県 五泉市 ウエルシア 五泉村松店 0250-58-0130 新潟県五泉市村松１２３４番地４
新潟県 五泉市 ドラッグトップス村松店 0250-41-3121 新潟県五泉市村松１３６０
新潟県 五泉市 ドラッグトップス五泉店 0250-43-8383 新潟県五泉市太田字獅子淵１１２２ー１
新潟県 五泉市 マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッグ五泉店 0250-43-8585 新潟県五泉市太田新田９２５
新潟県 五泉市 ウエルシア　五泉店 0250-42-2223 新潟県五泉市東本町２丁目６ー６
新潟県 佐渡市 ファミリードラッグ 佐渡真野店 0259-51-2080 新潟県佐渡市吉岡字大道４８３ー１
新潟県 佐渡市 ウエルシア佐渡佐和田店 0259-61-1330 新潟県佐渡市泉１３１０
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
新潟県 佐渡市 ココカラファイン 佐和田店 025-951-1552 新潟県佐渡市中原５８３ー１
新潟県 三条市 ウエルシア三条保内店 0256-39-6051 新潟県三条市下保内字中谷地１０５０ー１
新潟県 三条市 クスリのアオキ 興野店 0256-36-7707 新潟県三条市興野２丁目８番２２号
新潟県 三条市 クスリのコダマ東三条店 0256-36-7250 新潟県三条市興野３ー１ー３
新潟県 三条市 ドラッグトップス大崎店 0256-36-9911 新潟県三条市三竹２ー４ー１４
新潟県 三条市 クスリのアオキ 西本成寺店 0256-31-1200 新潟県三条市西本成寺１丁目３４番１９号
新潟県 三条市 ドラッグトップス本成寺店 0256-31-3000 新潟県三条市西本成寺１丁目３７ー４０
新潟県 三条市 ウエルシア新潟三条薬局 0256-36-0808 新潟県三条市西裏館２ー１１ー１９
新潟県 三条市 ドラッグストアマツモトキヨシ 三条東新保店 0256-36-8010 新潟県三条市東新保９番１５号
新潟県 三条市 クスリのアオキ 三条北店 0256-36-8710 新潟県三条市東裏館３ー６１３



新潟県 三条市
マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッグ三条大崎
店

0256-39-6111 新潟県三条市北入蔵３丁目３１６番地
新潟県 糸魚川市 アメリカンドラッグ糸魚川店 025-550-6336 新潟県糸魚川市横町５丁目５２７ー４
新潟県 糸魚川市 ウエルシア 糸魚川寺島店 025-550-6050 新潟県糸魚川市寺島３丁目６ー１
新潟県 糸魚川市 クスリのコダマ糸魚川店 025-550-1030 新潟県糸魚川市東寺町２丁目１１番８号
新潟県 糸魚川市 ドラッグトップス奴奈川店 025-550-6888 新潟県糸魚川市南寺町２ー９ー２
新潟県 十日町市 ドラッグトップス十日町店 0257-50-6001 新潟県十日町市江ノ尻２５０ー６
新潟県 十日町市 ドラッグトップス 十日町シルクモール店 025-750-7878 新潟県十日町市山本町５丁目８３６番地
新潟県 十日町市 ウエルシア十日町住吉店 025-750-6131 新潟県十日町市住吉町１５６ー２
新潟県 十日町市 マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッグ十日町店 025-750-7100 新潟県十日町市島字上島６３５番地
新潟県 十日町市 ウエルシア 十日町下川原町店 025-750-5066 新潟県十日町市寅乙２３５番地２
新潟県 小千谷市 ウエルシア 小千谷若葉店 0258-81-0800 新潟県小千谷市若葉二丁目１番地
新潟県 小千谷市 ドラッグストアマツモトキヨシ 小千谷店 0258-83-0706 新潟県小千谷市大字桜町２４８０番地１
新潟県 小千谷市 イオン小千谷店 0258-83-1155 新潟県小千谷市大字平沢新田字荒田３３９番地
新潟県 小千谷市 ドラッグトップス小千谷店 0258-81-0099 新潟県小千谷市平沢１ー９ー２０
新潟県 小千谷市 クスリのアオキ 小千谷店 0258-86-6331 新潟県小千谷市平沢１丁目２番４９号
新潟県 上越市 ドラッグストアマツモトキヨシ バロー上越店 025-527-3101 新潟県上越市とよば２３９番１

新潟県 上越市 アメリカンドラッグ直江津店 025-539-5561
新潟県上越市下源入２８７ー１直江津ショッピングセン
ター内

新潟県 上越市 ウエルシア 上越下門前店 025-531-3350 新潟県上越市下門前１６５３
新潟県 上越市 ドラッグトップス上越加賀町店 0255-39-6510 新潟県上越市加賀町３１３９
新潟県 上越市 クスリのアオキ 鴨島店 025-527-3151 新潟県上越市鴨島一丁目１５０６
新潟県 上越市 クスリのアオキ 五智店 025-539-5030 新潟県上越市五智１ー１２ー６
新潟県 上越市 ドラッグトップス五智店 025-531-0044 新潟県上越市五智１丁目１番７号
新潟県 上越市 クスリのアオキ 春日山町店 025-521-0050 新潟県上越市春日山町３丁目１５番８号
新潟県 上越市 クスリのアオキ 上越昭和店 025-525-2101 新潟県上越市昭和町２丁目９９０番地１
新潟県 上越市 イトーヨーカドー 直江津店 0255-44-6421 新潟県上越市西本町３ー８ー８
新潟県 上越市 ウエルシア上越大潟店 025-535-5020 新潟県上越市大潟区下小船津浜１１６５ー１６
新潟県 上越市 クスリのアオキ 大潟店 025-520-7124 新潟県上越市大潟区土底浜１６９４番地３
新潟県 上越市 ドラッグトップス三田店 025-531-2201 新潟県上越市大字三田新田１２９ー２４
新潟県 上越市 ドラッグトップス南高田店 025-521-5150 新潟県上越市大字上中田字上山屋敷１３０
新潟県 上越市 ドラッグストアマツモトキヨシ 高田西店 025-527-6050 新潟県上越市大字飯７２５
新潟県 上越市 クスリのアオキ 藤巻店 025-521-0911 新潟県上越市藤巻８２１ー１
新潟県 上越市 クスリのアオキ 藤野新田店 025-527-2230 新潟県上越市藤野新田１１６８番
新潟県 上越市 アメリカンドラッグ上越高田店 025-521-5771 新潟県上越市南本町２丁目１５ー１
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 上越市 ＭＥＧＡドン・キホーテ 上越インター店 025-521-1011 新潟県上越市富岡６８３ー１２
新潟県 上越市 ドラッグトップス北城店 025-527-2660 新潟県上越市北城町３丁目１６番２１号
新潟県 上越市 クスリのアオキ 北城店 025-521-0150 新潟県上越市北城町４丁目１７６番地
新潟県 新潟市江南区 ウエルシア 新潟亀田駅前店 025-383-0170 新潟県新潟市江南区旭２丁目１番７号
新潟県 新潟市江南区 アピタ　新潟亀田店 0253-83-3211 新潟県新潟市江南区鵜ノ子４ー４６６

新潟県 新潟市江南区 ドラッグトップス横越店 025-383-2004
新潟県新潟市江南区横越上町５丁目１ー３２フレスポ横
越内

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 新潟市江南区 ドラッグトップスかめだ三條岡店 025-383-1818 新潟県新潟市江南区三條岡１丁目１番３８号
新潟県 新潟市秋葉区 ウエルシア新潟さつき野店 0250-21-7010 新潟県新潟市秋葉区さつき野１ー１ー３６



新潟県 新潟市秋葉区 クスリのアオキ さつき野店 0250-25-6600 新潟県新潟市秋葉区下興野町字埋堀５５９ー９
新潟県 新潟市秋葉区 クスリのアオキ 新津店 0250-47-8200 新潟県新潟市秋葉区新津４５２０番地３
新潟県 新潟市秋葉区 ココカラファインコモタウン新津店 0250-25-7744 新潟県新潟市秋葉区新津５１６３番地３
新潟県 新潟市秋葉区 ドラッグトップス新津店 0250-21-1320 新潟県新潟市秋葉区大字程島茸ノ中１８６５
新潟県 新潟市西蒲区 ウエルシア　巻店 0256-73-7303 新潟県新潟市西蒲区巻甲４７７７ー１番地
新潟県 新潟市西蒲区 ドラッグトップス巻店 0256-73-6330 新潟県新潟市西蒲区巻甲４８３５
新潟県 新潟市西蒲区 ドラッグトップス巻南店 0256-73-7755 新潟県新潟市西蒲区赤鏥９０７ー１
新潟県 新潟市西区 ウエルシア 新潟亀貝店 025-211-0280 新潟県新潟市西区亀貝１２３４ー１
新潟県 新潟市西区 ドラッグトップス亀貝店 025-211-1330 新潟県新潟市西区亀貝１４０１番地
新潟県 新潟市西区 ウエルシア 新潟西内野店 025-264-6800 新潟県新潟市西区五十嵐上崎山６２番地
新潟県 新潟市西区 ココカラファイン大学前店 025-239-5150 新潟県新潟市西区五十嵐二の町８２５４
新潟県 新潟市西区 マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッグ大学前店 025-261-1336 新潟県新潟市西区坂井７１０
新潟県 新潟市西区 ウエルシア新潟大学前店 025-264-1120 新潟県新潟市西区坂井７４６ー１
新潟県 新潟市西区 クスリのアオキ 坂井砂山店 025-211-8900 新潟県新潟市西区坂井砂山２丁目１９番１８号
新潟県 新潟市西区 クスリのコダマ山田店 025-370-7621 新潟県新潟市西区山田４０８ー１
新潟県 新潟市西区 ドラッグトップス黒埼店 025-234-3939 新潟県新潟市西区山田８１番地
新潟県 新潟市西区 カワチ薬品黒埼インター店 025-232-1161 新潟県新潟市西区山田字堤付２３０７ー３８６
新潟県 新潟市西区 クスリのアオキ 寺尾台店 025-201-8807 新潟県新潟市西区寺尾台３丁目１番５号
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 花やしきアピタ新潟西店 025-201-1060 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 クスリのアオキ 小新店 025-211-8406 新潟県新潟市西区小新西２丁目１９番３４号
新潟県 新潟市西区 イオン新潟西店 025-234-3100 新潟県新潟市西区小新南２ー１ー１０
新潟県 新潟市西区 ドラッグトップス小針店 025-233-1220 新潟県新潟市西区小針４ー１４ー７
新潟県 新潟市西区 ドラッグトップス新通店 025-211-0700 新潟県新潟市西区新通１０５７
新潟県 新潟市西区 ココカラファイン 新通店 025-211-1139 新潟県新潟市西区新通字立戸続２３１１ー１
新潟県 新潟市西区 クスリのアオキ 青山店 025-234-5671 新潟県新潟市西区青山１丁目２番３号
新潟県 新潟市西区 ドラッグトップス青山店 025-234-3600 新潟県新潟市西区青山１丁目５番
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 新潟市西区 ココカラファイン新潟青山店 025-231-7148
新潟県新潟市西区青山８丁目５ー２青山ショッピングセ
ンター内

新潟県 新潟市中央区 アークオアシスデザイン　新潟店 025-287-2311
新潟県新潟市中央区姥ヶ山４５ー１スーパーセンターム
サシ２Ｆ

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 ココカラファイン新潟市役所前店 025-227-5830

新潟県新潟市中央区学校町通一番町１２市役所前ビル１
Ｆ

新潟県 新潟市中央区 ツルハドラッグ 新潟関屋店 025-234-1268 新潟県新潟市中央区関屋浜松町７９ー１
新潟県 新潟市中央区 ウエルシア 新潟関新１丁目店 025-201-1321 新潟県新潟市中央区関新１丁目２番４６号

新潟県 新潟市中央区 ココカラファイン 古町７番町店 025-226-8088
新潟県新潟市中央区古町通７番町９９８ー１ＣＳ新潟ビ
ル１Ｆ

新潟県 新潟市中央区 ココカラファイン 古町６番町店 025-227-5517 新潟県新潟市中央区古町通り６番町９８１番地
新潟県 新潟市中央区 ドラッグストアマツモトキヨシ 新潟中央インター店 025-280-8250 新潟県新潟市中央区湖南１４ー１２
新潟県 新潟市中央区 ココカラファイン南万代店 025-290-4700 新潟県新潟市中央区幸西１丁目１番３７号
新潟県 新潟市中央区 マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッグ山二ツ店 025-286-0020 新潟県新潟市中央区山二ツ１ー９８０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 紫竹山店 025-240-7030 新潟県新潟市中央区紫竹山１丁目９番３号
新潟県 新潟市中央区 クスリのアオキ 紫竹山店 025-384-8092 新潟県新潟市中央区紫竹山３丁目３番２９号
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 新潟市中央区 カワチ薬品 桜木ショッピングセンター店 025-281-0211 新潟県新潟市中央区女池南１ー７ー１６



新潟県 新潟市中央区 クスリのアオキ 女池店 025-280-1566 新潟県新潟市中央区女池南１丁目６番６号
新潟県 新潟市中央区 マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッグ近江店 025-282-1178 新潟県新潟市中央区上近江３ー５ー３
新潟県 新潟市中央区 ウエルシア　新潟新和店 025-282-2781 新潟県新潟市中央区新和１ー６６ー１
新潟県 新潟市中央区 クスリのアオキ 新潟大島店 025-250-0085 新潟県新潟市中央区大島１１１番地３
新潟県 新潟市中央区 ココカラファイン 鳥屋野南店 025-280-9611 新潟県新潟市中央区鳥屋野字中沼３１９
新潟県 新潟市中央区 ドラッグストアマツモトキヨシ 鐙店 025-240-5060 新潟県新潟市中央区鐙３丁目８ー１８
新潟県 新潟市中央区 ドン・キホーテ 新潟店 025-290-4333 新潟県新潟市中央区南笹口１ー６７９ー１
新潟県 新潟市中央区 ウエルシア南笹口店 025-240-0037 新潟県新潟市中央区南笹口２ー３ー５５
新潟県 新潟市中央区 ウエルシア 新潟南出来島店 025-282-1712 新潟県新潟市中央区南出来島２丁目４７６－５８
新潟県 新潟市中央区 マツモトキヨシファミリードラッグ 白山駅前店 025-234-3500 新潟県新潟市中央区白山浦２ー６４５ー５６
新潟県 新潟市中央区 ファミリードラッグ 米山店 025-255-1660 新潟県新潟市中央区米山６ー１７８
新潟県 新潟市中央区 ドラッグトップスとやの店 025-240-4331 新潟県新潟市中央区堀之内南１丁目１５番１５号
新潟県 新潟市中央区 クスリのアオキ 馬越店 025-240-1000 新潟県新潟市中央区本馬越２丁目１１番１２号
新潟県 新潟市中央区 ドラッグトップス馬越店 025-240-3355 新潟県新潟市中央区本馬越２丁目８番２１号
新潟県 新潟市東区 ドラッグトップス粟山店 025-257-2036 新潟県新潟市東区粟山４ー３３ー２
新潟県 新潟市東区 ドラッグトップス河渡店 025-256-6868 新潟県新潟市東区河渡庚１３５ー１
新潟県 新潟市東区 マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッグ空港通店 025-271-5500 新潟県新潟市東区河渡甲３８６
新潟県 新潟市東区 ココカラファイン錦町店 025-256-7365 新潟県新潟市東区錦町５番６２号
新潟県 新潟市東区 マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッグ山木戸店 025-256-7000 新潟県新潟市東区山木戸５ー１７ー１４
新潟県 新潟市東区 クスリのアオキ 中野山店 025-278-8352 新潟県新潟市東区若葉町１丁目１９番３０号
新潟県 新潟市東区 ウエルシア 新潟秋葉通店 025-278-9191 新潟県新潟市東区秋葉通３丁目１２番地２
新潟県 新潟市東区 ウエルシア 新潟上木戸店 025-257-9955 新潟県新潟市東区上木戸１丁目１２番５号
新潟県 新潟市東区 カワチ薬品　松崎店 025-271-9096 新潟県新潟市東区新松崎１ー６ー１７
新潟県 新潟市東区 ドラッグトップス中野山店 025-257-6822 新潟県新潟市東区西野字切添１２６０
新潟県 新潟市東区 ドラッグセイムス石山店 025-277-5111 新潟県新潟市東区石山４ー１０２６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 新潟市東区 ドラッグセイムス中山店 025-279-5777 新潟県新潟市東区中山６ー１９ー８
新潟県 新潟市東区 ドラッグストアマツモトキヨシ 南紫竹店 025-257-8000 新潟県新潟市東区南紫竹１丁目３番４７号
新潟県 新潟市東区 クスリのアオキ 空港通り店 025-256-7577 新潟県新潟市東区浜谷町２丁目９２ー１
新潟県 新潟市南区 ドラッグトップス白根店 025-372-8877 新潟県新潟市南区戸頭１３８４ー１
新潟県 新潟市南区 ウエルシア 新潟白根店 025-372-8006 新潟県新潟市南区能登４２５ー１
新潟県 新潟市南区 マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッグ白根店 025-371-5566 新潟県新潟市南区白根四ツ興野１５９ー１
新潟県 新潟市北区 カワチ薬品豊栄店 025-387-6195 新潟県新潟市北区かぶとやま２ー３ー４
新潟県 新潟市北区 クスリのアオキ 松浜店 025-385-7002 新潟県新潟市北区松浜東町２丁目３番１０号
新潟県 新潟市北区 ココカラファイン豊栄店 025-386-4756 新潟県新潟市北区石動２ー４ー１
新潟県 新潟市北区 ドラッグトップス葛塚店 025-384-2500 新潟県新潟市北区太田字法花鳥屋甲５８０４ー１
新潟県 新潟市北区 ウエルシア 新潟太夫浜店 025-278-2078 新潟県新潟市北区太夫浜１６３９ー５
新潟県 新潟市北区 ドラッグトップス豊栄店 025-384-2000 新潟県新潟市北区大字葛塚字巳高入１２６０
新潟県 新発田市 ツルハドラッグ 紫雲寺店 0254-41-0268 新潟県新発田市稲荷岡字原付８０７
新潟県 新発田市

マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッグ新発田豊
町店

0254-23-8088 新潟県新発田市荒町甲８９３ー１
新潟県 新発田市 ココカラファイン 新発田舟入店 0254-23-3011 新潟県新発田市舟入町１丁目１０１
新潟県 新発田市 カワチ薬品新発田店 0254-22-4172 新潟県新発田市舟入町３－２－３
新潟県 新発田市 ドラッグトップス舟入店 0254-23-7775 新潟県新発田市舟入町３ー９９２ー２
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 新発田市 クスリのアオキ 住吉店 0254-20-1200 新潟県新発田市住吉町５丁目４番９号
新潟県 新発田市 ココカラファイン 新発田東新町店 0254-20-5566 新潟県新発田市東新町１ー３５７３ー１



新潟県 新発田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 新発田東新町店 0254-20-5510 新潟県新発田市東新町４丁目２１ー２４
新潟県 新発田市 クスリのアオキ 富塚店 0254-21-0500 新潟県新発田市富塚町２ー４ー３１
新潟県 新発田市 ドラッグトップス新発田富塚店 0254-20-0010 新潟県新発田市富塚町２丁目２０番２６号
新潟県 新発田市 ドラッグストアマツモトキヨシ フレスポ新発田店 0254-20-3330 新潟県新発田市富塚町３ー１３ー１４
新潟県 新発田市 クスリのアオキ 新発田豊町店 025-421-0070 新潟県新発田市豊町４－９－５
新潟県 新発田市

マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッグ新発田本
町店

0254-20-2500 新潟県新発田市本町２ー４８５ー１
新潟県 新発田市 ウエルシア新発田本町店 0254-21-7663 新潟県新発田市本町３ー２ー６
新潟県 西蒲原郡弥彦村 クスリのアオキ 弥彦店 0256-94-1300 新潟県西蒲原郡弥彦村美山３６０番１

新潟県 村上市 ドラッグトップス荒川店 0254-50-5711
新潟県村上市下鍛冶屋４１２ー１荒川ショッピングプラ
ザパルティ内

新潟県 村上市 ドラッグトップス村上肴町店 0254-50-1710 新潟県村上市肴町１０ー４
新潟県 村上市 ウエルシア 新潟村上山辺里店 0254-56-2237 新潟県村上市山辺里２１０４番地
新潟県 村上市 ドラッグトップス村上国道店 0254-50-7030 新潟県村上市上助淵１０１０番地
新潟県 村上市 ドラッグストアマツモトキヨシ 村上肴町店 0254-56-0010 新潟県村上市大欠１７９２ー２
新潟県 胎内市 クスリのアオキ あかね店 0254-44-1010 新潟県胎内市あかね町２６番３９号
新潟県 胎内市 ウエルシア 新潟中条店 0254-44-0606 新潟県胎内市大川町１４番３１号
新潟県 胎内市 マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッグ中条店 0254-44-7111 新潟県胎内市大川町３０６０ー１
新潟県 胎内市 ドラッグトップス胎内店 0254-44-0007 新潟県胎内市東本町２４ー３８
新潟県 中魚沼郡津南町 ドラッグセイムス津南店 025-761-4000 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡甲６３００
新潟県 長岡市 ウエルシア 長岡稲葉町店 0258-22-7266 新潟県長岡市稲葉町７６６番地４
新潟県 長岡市 ココカラファイン 長岡花園店 0258-32-5502 新潟県長岡市花園南一丁目６番地
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 ウエルシア　長岡宮関店 0258-25-8151 新潟県長岡市宮関３丁目１ー３
新潟県 長岡市 ココカラファイン 長岡宮内店 0258-37-2347 新潟県長岡市宮内町字山伏３３７７
新潟県 長岡市 クスリのアオキ 栃尾店 0258-86-5865 新潟県長岡市金町２ー６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 ウエルシア　長岡古正寺店 0258-25-9518 新潟県長岡市古正寺３丁目１１０番地
新潟県 長岡市 ドラッグトップス古正寺店 0258-25-8833 新潟県長岡市古正寺町２０番地１
新潟県 長岡市 ココカラファイン今朝白店 0258-31-7231 新潟県長岡市今朝白２ー５ー１５
新潟県 長岡市 クスリのアオキ 美沢店 0258-30-1200 新潟県長岡市四郎丸字沖田１５３ー１
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 長岡市 ウエルシア リップス旭岡店 0258-30-5225 新潟県長岡市上条町４５３番地１
新潟県 長岡市 イトーヨーカドー 丸大長岡店 0258-34-3111 新潟県長岡市城内町２ー３ー１２

新潟県 長岡市 薬マツモトキヨシ ＣｏＣｏＬｏ長岡店 0258-36-7708
新潟県長岡市城内町一丁目６１１番地１号ＣｏＣｏＬｏ
長岡２階

新潟県 長岡市 ドラッグトップス新保店 0258-21-2020 新潟県長岡市新保町１３４６ー１
新潟県 長岡市 クスリのアオキ 西宮内店 0258-30-3777 新潟県長岡市西宮内１丁目５５番地

新潟県 長岡市 ドラッグトップス千歳店 0258-31-8300
新潟県長岡市千歳１丁目２３番６号　原信長岡シビック
コアショッピングセンター内

新潟県 長岡市 クスリのアオキ 千歳店 0258-31-0070 新潟県長岡市千歳２丁目１番４３号
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 Ｂｉｓｈｏ・ｄｏ　リバーサイド千秋店 0258-29-6510 新潟県長岡市千秋２ー２７８リバーサイド千秋１Ｆ
新潟県 長岡市 ココカラファイン リバーサイド千秋店 0258-25-9388

新潟県長岡市千秋２丁目２７８番地リバーサイド千秋１
Ｆ

新潟県 長岡市 ドン・キホーテ 長岡川崎店 0258-31-2511 新潟県長岡市川崎町１４３６ー５
新潟県 長岡市 クスリのアオキ 大島店 0258-22-5350 新潟県長岡市大島本町３丁目１番地５７
新潟県 長岡市 ウエルシア 長岡中島店 0258-38-8826 新潟県長岡市中島７丁目２ー３



新潟県 長岡市 ツルハドラッグ 長岡愛宕店 0258-30-4268 新潟県長岡市東栄１丁目３番２２号
新潟県 長岡市 ドラッグトップス日赤町店 0258-38-5300 新潟県長岡市日赤町２丁目６ー１
新潟県 長岡市 ドン・キホーテ 長岡インター店 0258-46-0311 新潟県長岡市福山町１０７８
新潟県 長岡市 ドラッグトップス宝町店 0258-21-2283 新潟県長岡市宝町１ー１ー１０
新潟県 長岡市 ドラッグトップス川崎店 0258-31-0033 新潟県長岡市堀金１ー１ー１
新潟県 南蒲原郡田上町 ウエルシア 新潟田上店 0256-46-7250 新潟県南蒲原郡田上町大字羽生田１３４番地１
新潟県 南魚沼郡湯沢町 ドラッグセイムス湯沢店 025-785-2201 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢字中島川原２９３６
新潟県 南魚沼市 ウエルシア 南魚沼浦佐店 025-780-4571 新潟県南魚沼市浦佐４００１番地
新潟県 南魚沼市 ウエルシア南魚沼塩沢店 025-782-6065 新潟県南魚沼市塩沢７７５ー３
新潟県 南魚沼市 ドラッグセイムス塩沢店 025-782-6000 新潟県南魚沼市塩沢８２０ー１
新潟県 南魚沼市 ウエルシア南魚沼六日町店 025-781-5255 新潟県南魚沼市川窪字陣場１００１ー１
新潟県 南魚沼市 ドラッグトップス六日町店 0257-81-6001 新潟県南魚沼市野際６２０ー１
新潟県 南魚沼市 クスリのときのや 六日町イオン店 0257-73-2867 新潟県南魚沼市余川３１００
新潟県 柏崎市 ココカラファイン 柏崎茨目店 0257-20-6511 新潟県柏崎市茨目１ー７２３ー１
新潟県 柏崎市 ウエルシア柏崎錦町店 0257-28-6601 新潟県柏崎市錦町１ー８
新潟県 柏崎市 クスリのアオキ 松波店 0257-41-5405 新潟県柏崎市松波２丁目５番１４号
新潟県 柏崎市 クスリのアオキ 松美店 0257-28-7350 新潟県柏崎市松美２丁目字西新田２５３番地
新潟県 柏崎市 ドラッグトップス岩上店 0257-20-1651 新潟県柏崎市大字岩上字由十刈２２３ー１
新潟県 柏崎市 ＭＥＧＡドン・キホーテ柏崎店 0257-22-3810 新潟県柏崎市東長浜町４ー１５
新潟県 柏崎市 ドラッグトップス東柳田店 0257-32-3838 新潟県柏崎市東柳田３９
新潟県 柏崎市 クスリのアオキ 柏崎中央店 0257-20-1211 新潟県柏崎市日吉町字朝戸開１０４５ー１
新潟県 柏崎市 クスリのアオキ 半田店 0257-41-5822 新潟県柏崎市半田二丁目６番２３号
新潟県 柏崎市 クスリのアオキ 穂波店 0257-28-0230 新潟県柏崎市穂波町１３番３７号
新潟県 妙高市 マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッグ関山店 0255-81-3707 新潟県妙高市関山３１３６ー１
新潟県 妙高市 クスリのアオキ 新井店 0255-78-7471 新潟県妙高市諏訪町１丁目３番３４号
新潟県 妙高市 アメリカンドラッグ新井店 025-570-5381 新潟県妙高市石塚町１丁目５２０番地

新潟県 妙高市 ドラッグトップス新井店 0255-70-1919 新潟県妙高市中川字江端１７０

（以上）


