
都道府県 市区町村 店名 電話番号 住所

福岡県 うきは市 ドラッグストアモリ吉井店 0943-75-5998 福岡県うきは市吉井町６８１－１
福岡県 うきは市 ドラッグストアモリ新浮羽店 0943-77-8929 福岡県うきは市浮羽町東隈上字東５７１－１５
福岡県 みやま市 ドラッグストアモリ高田店 0944-22-3377 福岡県みやま市高田町今福６３９－１
福岡県 みやま市 ドラッグストアモリ瀬高店 0944-62-6088 福岡県みやま市瀬高町文廣１６７８番地
福岡県 遠賀郡遠賀町 ドラッグストアモリ遠賀店 093-293-8105 福岡県遠賀郡遠賀町鬼津６５１－１
福岡県 遠賀郡岡垣町 ドラッグストアモリ　岡垣吉木店 093-701-5128 福岡県遠賀郡岡垣町吉木東１丁目６ー６
福岡県 遠賀郡岡垣町 ドラッグストアモリ　岡垣店 093-281-1550 福岡県遠賀郡岡垣町東山田２丁目２番３号
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 嘉穂郡桂川町  ハッピー薬局　桂川店 0948-65-4795 福岡県嘉穂郡桂川町寿命４１－１
福岡県 嘉麻市  くすりのハッピー稲築店 0948-43-0368 福岡県嘉麻市岩崎８２１
福岡県 嘉麻市 くすりのコーエイ ドラッグコーエイ嘉穂店 0948-20-1313 福岡県嘉麻市光代１９０
福岡県 嘉麻市 くすりのコーエイ ドラッグコーエイ上山田店 0948-83-9000 福岡県嘉麻市上山田１０７２ー３
福岡県 久留米市 大賀薬局 花畑店 0942-31-1888 福岡県久留米市花畑１ー２３ー２
福岡県 久留米市 ドラッグストアモリ櫛原店 0942-32-2888 福岡県久留米市櫛原町１２６－３
福岡県 久留米市 ドラッグイレブン 久留米国分店 0942-51-2070 福岡県久留米市国分町高田１０１４－３
福岡県 久留米市 ドラッグストアモリ三潴店 0942-65-1514 福岡県久留米市三潴町田川３４－１
福岡県 久留米市 ドラッグストアモリ　山川店 0942-27-6614 福岡県久留米市山川安居野３丁目１２番１号
福岡県 久留米市 ゆめタウン久留米店 0942-45-7884 福岡県久留米市新合川１－２－１
福岡県 久留米市 ドラッグストアモリ新諏訪野店 0942-39-6020 福岡県久留米市諏訪野町２６９３－５
福岡県 久留米市 ドラッグストアモリ花畑店 0942-37-7660 福岡県久留米市西町花畑駅周辺区画整理４７街区４号
福岡県 久留米市 ドラッグストアモリ朝妻店 0942-44-2288 福岡県久留米市朝妻町１４７１－８
福岡県 久留米市 ドラッグストアモリ長門石店 0942-38-7331 福岡県久留米市長門石３－３４０－５
福岡県 久留米市 ドラッグストアモリ津福店 0942-38-7126 福岡県久留米市津福本町７７９－２
福岡県 久留米市 ドラッグストアモリ田主丸店 0943-72-3220 福岡県久留米市田主丸町殖木２５４－１
福岡県 久留米市 ドン・キホーテ 楽市楽座久留米店 0942-41-1911 福岡県久留米市東合川２－２－１
福岡県 久留米市 サンドラッグ東合川店 0942-23-7310 福岡県久留米市東合川２ー６ー１０
福岡県 久留米市 ドラッグストアモリ東合川店 0942-44-3360 福岡県久留米市東合川５－６－５０

福岡県 久留米市 オーイシ エマックス店 0942-34-3910
福岡県久留米市東町上天神田３１６－２西鉄エマック
ス２Ｆ

福岡県 久留米市 サンドラッグ久留米西店 0942-36-3356 福岡県久留米市梅満町４９０ー２
福岡県 久留米市 ドラッグストアモリ もり薬品　北野店 0942-78-6633 福岡県久留米市北野町高良６－１３９４－３
福岡県 久留米市 サンドラッグくるめりあ六ツ門店 0942-36-5600 福岡県久留米市六ツ門町３ー１１
福岡県 宮若市  くすりのハッピー　宮田店 0949-32-5481 福岡県宮若市本城１１２３－１
福岡県 京都郡苅田町 スーパーセンタートライアル 苅田店 093-435-0880 福岡県京都郡苅田町幸町５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

【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。 



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 古賀市 サンドラッグ古賀店 092-943-1553 福岡県古賀市天神４ー１２５８ー１
福岡県 古賀市 ツルハドラッグ古賀美郷店 092-940-2261 福岡県古賀市美郷２０３番
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 行橋市 ドラッグストア　マツモトキヨシ 行橋店 0930-26-4187 福岡県行橋市西宮市２ー１ー２１
福岡県 行橋市 ゆめタウン　行橋店 0930-25-8060 福岡県行橋市西宮市３－８－１
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 サンドラッグ行橋店 0930-26-8155 福岡県行橋市西泉６ー１ー１
福岡県 行橋市 ドン・キホーテ コスタ行橋店 0930-26-0811 福岡県行橋市西泉６ー３ー５２

福岡県 行橋市
ドラッグストアマツモトキヨシ ゆめタウン南
行橋店

0930-26-1201 福岡県行橋市北泉３丁目３ー３

福岡県 三井郡大刀洗町 ドラッグストアモリ大刀洗店 0942-77-4322 福岡県三井郡大刀洗町高樋２４７７
福岡県 糸島市 ドラッグストアモリ　浦志店 092-332-7863 福岡県糸島市浦志１０９番地１
福岡県 糸島市 新生堂薬局 加布里店 092-329-7115 福岡県糸島市加布里３０－１
福岡県 糸島市 セガミメディクス ドラッグセガミ波多江店 092-331-8686 福岡県糸島市池田７２９－１
福岡県 宗像市  ドラッグ新生堂くりえいと宗像店 0940-38-0270 福岡県宗像市くりえいと１－６－２
福岡県 宗像市 ココカラファイン 宗像店 0940-39-7211 福岡県宗像市くりえいと１丁目５番１号
福岡県 宗像市 サンドラッグ東郷店 0940-36-2288 福岡県宗像市田熊４ー１ー１７
福岡県 宗像市  ドラッグ新生堂　宗像店 0940-34-2555 福岡県宗像市野坂２６５２－１
福岡県 春日市 新生堂薬局 昇町店 092-588-1121 福岡県春日市昇町２－６７
福岡県 春日市 大賀薬局 白水店 092-584-2080 福岡県春日市上白水４ー４３
福岡県 春日市 ドラッグストア　マツモトキヨシ 宝町店 092-592-9870 福岡県春日市伯玄町２ー１２
福岡県 小郡市 ドラッグストアモリ　小郡七夕店 0942-72-7366 福岡県小郡市稲吉１３２３番地１
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 糟屋郡宇美町 ドラッグイレブン ドラッグイレブン宇美店 092-931-1123 福岡県糟屋郡宇美町宇美４丁目８ー１　ユービオス１
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 糟屋郡志免町 サンドラッグ志免店 092-957-8611 福岡県糟屋郡志免町４丁目２１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 糟屋郡志免町 メガセンタートライアル 福岡空港店 092-937-5678 福岡県糟屋郡志免町別府２丁目１７番２０号
福岡県 糟屋郡志免町 ドラッグストアモリ空港東店 092-629-3777 福岡県糟屋郡志免町別府４３７－２
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 糟屋郡篠栗町  ドラッグ新生堂　篠栗店 092-931-5377 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲６６－１
福岡県 糟屋郡新宮町 サンドラッグ新宮中央店 092-962-9877 福岡県糟屋郡新宮町上府字林崎１３７９ー１
福岡県 糟屋郡新宮町 メガセンタートライアル 新宮店 092-940-6660 福岡県糟屋郡新宮町大字原上１８１２－１
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 糟屋郡粕屋町 ドラッグストアモリ篠栗店 092-652-1922 福岡県糟屋郡粕屋町大隈１３１－１
福岡県 太宰府市 大賀薬局 五条店 092-929-0505 福岡県太宰府市五条３ー２ー２０
福岡県 太宰府市 新生堂薬局 五条店 092-918-8822 福岡県太宰府市五条３－４－４３
福岡県 太宰府市 ドラッグストアモリ もり薬品　水城店 092-925-3560 福岡県太宰府市水城３－２３７－１
福岡県 太宰府市 サンドラッグ太宰府大佐野店 092-918-0120 福岡県太宰府市大佐野５ー１５ー１
福岡県 大川市 ゆめタウン大川店 0944-86-5446 福岡県大川市上巻字野口４３０－１
福岡県 大川市 ドラッグストアモリ大川店 0944-32-9511 福岡県大川市大字郷原５８９番地
福岡県 大牟田市 ゆめタウン大牟田店 0944-53-5291 福岡県大牟田市旭町２－２８－１
福岡県 大牟田市 サンドラッグ大牟田店 0944-58-2191 福岡県大牟田市橘１８５ー１
福岡県 大牟田市 サンドラッグ大牟田南店 0944-59-8255 福岡県大牟田市小川町２０ー２



福岡県 大牟田市 ドラッグストアモリ大牟田大黒町店 0944-55-3233 福岡県大牟田市大黒町１－３１－４
福岡県 大牟田市 サンドラッグ大牟田西店 0944-59-2320 福岡県大牟田市唐船８７ー１
福岡県 大牟田市 ドラッグストアモリ大牟田東新町店 0944-55-7200 福岡県大牟田市東新町２－５－１
福岡県 大牟田市 ココカラファイン 大牟田不知火店 0944-41-8288 福岡県大牟田市不知火町３丁目３番１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 大牟田市 ドラッグイレブン イオンモール大牟田店 0944-41-0540 福岡県大牟田市岬町３－４イオンモール大牟田１Ｆ
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 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 上大利店 092-589-2261 福岡県大野城市上大利６４９－４
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 筑後市 ドラッグストアモリ筑後店 0942-54-1703 福岡県筑後市山ノ井８８３－１
福岡県 筑後市 サンドラッグ筑後店 0942-42-1331 福岡県筑後市山ノ井字南野６６２
福岡県 筑後市 サンドラッグゆめモール筑後店 0942-51-7107 福岡県筑後市前津土地区画整理事業区域内１０画地
福岡県 筑紫郡那珂川町 新生堂薬局 那珂川店 092-951-3113 福岡県筑紫郡那珂川町中原２－１９
福岡県 筑紫郡那珂川町 サンドラッグ那珂川店 092-953-3010 福岡県筑紫郡那珂川町中原３ー６８
福岡県 筑紫郡那珂川町 ＭＥＧＡ　ドン・キホーテ 那珂川店 092-953-7911 福岡県筑紫郡那珂川町片縄４丁目３１
福岡県 筑紫郡那珂川町 大賀薬局 那珂川店 092-953-3721 福岡県筑紫郡那珂川町片縄５ー１９
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 筑紫野市 ゆめタウン筑紫野店 092-929-2035 福岡県筑紫野市針摺東３－３－１
福岡県 筑紫野市 ドラッグストアモリ筑紫野店 092-927-2505 福岡県筑紫野市筑紫８３５－１
福岡県 筑紫野市 ドラッグイレブン 二日市店 092-918-8051 福岡県筑紫野市二日市南１－４－１２
福岡県 筑紫野市 サンドラッグ筑紫野店 092-927-3171 福岡県筑紫野市美しが丘南１ー１２ー１
福岡県 筑紫野市 ドラッグストアモリ美しヶ丘店 092-919-8308 福岡県筑紫野市美しが丘北３－１４－７８９
福岡県 筑紫野市 ＭＥＧＡドン・キホーテ 筑紫野インター店 092-918-4911 福岡県筑紫野市武藏３ー２０２ー１
福岡県 筑紫野市 イオン筑紫野店 092-918-3600 福岡県筑紫野市立明寺４３４－１
福岡県 中間市  ドラッグ新生堂中間駅前店 093-243-1210 福岡県中間市岩瀬１丁目７ー２

福岡県 中間市
ドラッグストア　マツモトキヨシ ＳＭなかま
店

093-243-4600 福岡県中間市上蓮花寺２ー１ー１

福岡県 中間市 サンドラッグ中間中央店 093-243-2711 福岡県中間市中央１ー５ー１２
福岡県 中間市 サンドラッグ中鶴店 093-243-1056 福岡県中間市中鶴４ー８ー２０
福岡県 中間市 ドラッグ新生堂　中間中尾店 093-243-1139 福岡県中間市中尾２－３１２０－１
福岡県 中間市 ドラッグ新生堂　東中間店 093-243-3811 福岡県中間市東中間２－２－１３
福岡県 中間市 イオンなかま店 093-246-1147 福岡県中間市蓮花寺１ー１ー１
福岡県 朝倉郡筑前町 ドラッグストアモリ三輪店 0946-24-6388 福岡県朝倉郡筑前町依井５０１－３
福岡県 朝倉郡筑前町 ドラッグストアモリ夜須篠隈店 0946-42-1125 福岡県朝倉郡筑前町篠隈１４２－２
福岡県 朝倉郡筑前町 ドラッグストアモリ夜須店 0946-42-1082 福岡県朝倉郡筑前町石櫃１４６－１９
福岡県 朝倉市 ドラッグストアモリ新甘木インター店 0946-21-1188 福岡県朝倉市一木１２０８－１
福岡県 朝倉市 イオン甘木店 0946-26-1515 福岡県朝倉市甘木３８０
福岡県 朝倉市 ドラッグストアモリ朝倉店 0946-24-0088 福岡県朝倉市三奈木２３７６－１
福岡県 直方市  ハッピー薬局　直方店 0949-29-1008 福岡県直方市下境字渡２５８８－１
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 直方市 新生堂 ハッピー薬局知古店 0949-23-8111 福岡県直方市知古７８８番地１
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 田川郡香春町 くすりのコーエイ ドラッグコーエイ香春店 0947-32-7566 福岡県田川郡香春町香春１０７０ー１
福岡県 田川郡川崎町 サンドラッグ後藤寺店 0947-49-3977 福岡県田川郡川崎町大字池尻４８７



福岡県 田川郡大任町
くすりのコーエイ くすりのコーエイおおとう
桜街道店

0947-41-8006 福岡県田川郡大任町今任原２６０６番地

福岡県 田川郡福智町 くすりのコーエイ 金田店 0947-22-9911 福岡県田川郡福智町金田７８６ー２
福岡県 田川郡福智町 ドラッグストアモリ　赤池店 0947-28-6800 福岡県田川郡福智町赤池９７０－１３
福岡県 田川市 くすりのコーエイ ドラッグコーエイ後藤寺店 0947-49-2080 福岡県田川市西本町１２６６

福岡県 田川市
くすりのコーエイ ドラッグコーエイメルクス
田川店

0947-46-8484 福岡県田川市川宮１７１６

福岡県 田川市 くすりのコーエイ ドラッグコーエイ伊田店 0947-42-2220 福岡県田川市大字伊田４４５６ー１
福岡県 田川市 くすりのコーエイ ドラッグコーエイ川宮店 0947-50-7250 福岡県田川市大字川宮１０４５ー１
福岡県 八女郡広川町 ドラッグストアモリ広川店 0943-32-6280 福岡県八女郡広川町久泉４９４－２
福岡県 八女市 ドラッグストアモリ八女店 0943-22-4103 福岡県八女市蒲原９７３－１
福岡県 八女市 ゆめタウン八女店 0943-23-5788 福岡県八女市蒲原９８８－２８
福岡県 八女市 ドン・キホーテ 八女店 0943-30-3611 福岡県八女市納楚６４４ー１
福岡県 八女市 ドラッグストアモリ八女本町店 0943-24-6308 福岡県八女市馬場４６０－１
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 飯塚市 サンドラッグ穂波店 0948-26-1231 福岡県飯塚市秋松９１６ー１
福岡県 飯塚市  くすりのハッピー潤野店 0948-26-4557 福岡県飯塚市潤野８８５－２７
福岡県 飯塚市  ハッピー薬局　川津店 0948-28-5562 福岡県飯塚市川津２６６－２
福岡県 飯塚市 ＭＥＧＡドン・キホーテ 飯塚店 0948-21-9711 福岡県飯塚市椿１１０ー１
福岡県 飯塚市 スーパーセンタートライアル飯塚店 0948-26-2229 福岡県飯塚市徳前４０ー１
福岡県 飯塚市 新生堂薬局 くすりのハッピー柏の森店 0948-26-0102 福岡県飯塚市柏の森７２番地
福岡県 飯塚市  くすりのハッピー庄内店 0948-82-2480 福岡県飯塚市有安６９１
福岡県 福岡市城南区 セガミメディクス ドラッグセガミ七隈店 092-874-2771 福岡県福岡市城南区金山団地５０－１
福岡県 福岡市城南区 ドラッグストアモリ七隈店 092-874-2988 福岡県福岡市城南区七隈３－１－４３
福岡県 福岡市城南区 ツルハドラッグ神松寺店 092-874-6030 福岡県福岡市城南区神松寺１丁目２３
福岡県 福岡市城南区 大賀薬局 長尾店 092-526-6066 福岡県福岡市城南区長尾３ー２８ー１
福岡県 福岡市城南区 ドラッグストアモリ堤店 092-866-3666 福岡県福岡市城南区堤１－３－５
福岡県 福岡市城南区 ドラッグストアモリ　南片江店 092-801-5020 福岡県福岡市城南区南片江３－１６－２７

福岡県 福岡市城南区 大賀薬局 別府店 092-846-8710
福岡県福岡市城南区別府４丁目１４ー２１ハローディ
別府店内

福岡県 福岡市城南区 ドラッグイレブン 別府店 092-832-6011 福岡県福岡市城南区別府５丁目７
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 福岡市西区 ツルハドラッグ今宿店 092-805-6011 福岡県福岡市西区今宿三丁目４０ー３６
福岡県 福岡市西区 ドラッグストアモリ今宿店 092-805-6030 福岡県福岡市西区今宿町９８番地
福岡県 福岡市西区 ドラッグストアモリ拾六町店 092-891-1062 福岡県福岡市西区拾六町１－２４９－１

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 福岡市西区 ドン・キホーテ 今宿店 092-805-6411 福岡県福岡市西区西都１丁目１５番１３号
福岡県 福岡市西区 新生堂薬局 福重店 092-882-2528 福岡県福岡市西区石丸１－１５－５
福岡県 福岡市西区 サンドラッグ周船寺店 092-805-7811 福岡県福岡市西区大字千里４１８ー１
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 セガミメディクス セガミ薬局　姪浜店 092-885-0885
福岡県福岡市西区内浜１－７－１５ウェストコート姪
浜内

福岡県 福岡市西区 コクミンドラッグ　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 ドラッグイレブン 野方店 092-892-5531 福岡県福岡市西区野方１－２１－１３
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 ココカラファイン原店 092-847-3288 福岡県福岡市早良区原６丁目２９番４５号
福岡県 福岡市早良区 ドラッグイレブン 荒江店 092-832-5538 福岡県福岡市早良区荒江２－９－１３
福岡県 福岡市早良区 ドラッグイレブン ドラッグイレブン次郎丸店 092-874-1125 福岡県福岡市早良区次郎丸１丁目９番４０号
福岡県 福岡市早良区 ドラッグストア　マツモトキヨシ 次郎丸店 092-873-8663 福岡県福岡市早良区次郎丸２ー１４ー３６
福岡県 福岡市早良区 ドラッグイレブン 小田部店 092-833-7353 福岡県福岡市早良区小田部７－１３－５
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 福岡市早良区 ドン・キホーテ ドン・キホーテ西新店 092-846-5511 福岡県福岡市早良区西新３－４－２
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
セガミメディクス パワードラッグワンズ西新
中央店

092-832-1337 福岡県福岡市早良区西新４丁目７－１

福岡県 福岡市早良区 ドラッグ新生堂室見店 092-833-1050 福岡県福岡市早良区南庄５－１１－１５
福岡県 福岡市早良区 ドラッグ新生堂　早良飯倉店 092-874-2256 福岡県福岡市早良区飯倉５丁目１６ー１４
福岡県 福岡市早良区  ドラッグ新生堂ももち浜店 092-833-2131 福岡県福岡市早良区百道浜２ー３ー２
福岡県 福岡市中央区 大賀薬局 ドラッグ大賀薬院六ツ角店 092-718-8815 福岡県福岡市中央区警固１丁目１ー３ボンラパス２Ｆ
福岡県 福岡市中央区 ドラッグストアモリ警固店 092-406-2833 福岡県福岡市中央区警固２丁目１９番１３号
福岡県 福岡市中央区 ビックカメラ天神１号館店 092-732-1112 福岡県福岡市中央区今泉１ー２５ー１

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 ドン・キホーテ 福岡天神本店 092-737-6011 福岡県福岡市中央区今泉一丁目２０ー１７
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 ドラッグイレブン 小笹店 092-533-5526 福岡県福岡市中央区小笹３－１０－３３
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 ココカラファイン 天神西通り店 092-712-3322 福岡県福岡市中央区大名２丁目１番５６号

福岡県 福岡市中央区 サツドラ 福岡シーホーク店 092-832-2204
福岡県福岡市中央区地行浜２丁目２番３号ヒルトン福
岡シーホーク４階　ガレリアａｔＳＨ３１区画

福岡県 福岡市中央区 ぼたんや 天神コア店 092-721-7771
福岡県福岡市中央区天神１ー１１ー１１天神コアビル
Ｂ２

福岡県 福岡市中央区 大賀薬局 福岡ビル店 092-741-7667 福岡県福岡市中央区天神１ー１１ー１７
福岡県 福岡市中央区 ＰｉｕＭａｇｉ 天神ビブレ店 092-724-1077 福岡県福岡市中央区天神１ー１１ー１天神ビブレ２Ｆ

福岡県 福岡市中央区 ココカラファイン天神イムズ店 092-752-8518
福岡県福岡市中央区天神１丁目７ー１１天神ＩＭＳ
Ｂ２Ｆ

福岡県 福岡市中央区 ドラッグイレブン 天神警固店 092-738-1807 福岡県福岡市中央区天神２－２－１４
福岡県 福岡市中央区 ビックカメラ天神２号館店 092-732-1111 福岡県福岡市中央区天神２ー４ー５
福岡県 福岡市中央区 ココカラファイン福岡天神本店 092-737-1551 福岡県福岡市中央区天神２ー８ー４９
福岡県 福岡市中央区 コクミンドラッグ　天神店 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
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 ツルハドラッグ西鉄天神駅北口店 092-739-2525 福岡県福岡市中央区天神２丁目１０ー１３

福岡県 福岡市中央区 大賀薬局 ライフストリーム 092-733-7231
福岡県福岡市中央区天神２丁目１１ー３ソラリアス
テージビルＭ２Ｆ

福岡県 福岡市中央区
ドラッグストアマツモトキヨシ 天神地下街東
２番街店

092-732-5353 福岡県福岡市中央区天神２丁目地下３号ー３０７

福岡県 福岡市中央区 イオンショッパーズ福岡店 092-721-5411 福岡県福岡市中央区天神４－４－１１

福岡県 福岡市中央区 サンドラッグノース天神店 092-739-1222
福岡県福岡市中央区天神４ー３ー２０ノース天神地下
１階

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 大賀薬局 天神地下街店 092-771-6543 福岡県福岡市中央区天神地下１号　Ｎｏ１３０



福岡県 福岡市中央区 一丁目薬局 092-713-8055
福岡県福岡市中央区渡辺通１－１－１　（サンセルコ
１Ｆ）

福岡県 福岡市中央区 ツルハドラッグ渡辺通店 092-738-3860 福岡県福岡市中央区渡辺通５ー２０ー６
福岡県 福岡市中央区 ドラッグ新生堂天神南店 092-737-2185 福岡県福岡市中央区渡辺通５丁目６ー１６
福岡県 福岡市中央区 ドラッグストアモリ六本松店 092-406-5843 福岡県福岡市中央区梅光園１丁目１ー１４
福岡県 福岡市中央区 ドラッグセイムス　福岡梅光園店 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 新生堂薬局 薬院店 092-526-4876 福岡県福岡市中央区白金１－１－３
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 福岡市中央区 大賀薬局 薬院大通り店 092-521-7334 福岡県福岡市中央区薬院４ー１ー２７
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丁目１１ー２８
福岡県 福岡市東区 ドラッグストアモリ香椎宮前店 092-410-0610 福岡県福岡市東区香椎６丁目１番１０号
福岡県 福岡市東区 ツルハドラッグアイランドシティ店 092-665-7500 福岡県福岡市東区香椎照葉３丁目４ー１０

福岡県 福岡市東区
スーパーセンタートライアル アイランドシ
ティ店

092-661-8555 福岡県福岡市東区香椎照葉５ー２ー２３

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 ツルハドラッグ若宮店 092-674-3301 福岡県福岡市東区若宮５丁目１番２６号
福岡県 福岡市東区 ドラッグイレブン 千早店 092-674-3411 福岡県福岡市東区千早１－７－６
福岡県 福岡市東区 新生堂薬局 千早店 092-663-1331 福岡県福岡市東区千早２－２６－４５

福岡県 福岡市東区
薬マツモトキヨシ えきまち１丁目フレスタ千
早駅店

092-663-5531 福岡県福岡市東区千早４ー９３ー２ー１０２号

福岡県 福岡市東区 サンドラッグ香椎店 092-663-8712 福岡県福岡市東区千早５ー８ー１　地下１Ｆ
福岡県 福岡市東区  ドラッグ新生堂土井店 092-691-6192 福岡県福岡市東区土井１－１７－１０
福岡県 福岡市東区 ゆめタウン博多店 092-632-3620 福岡県福岡市東区東浜１－１－１
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 福岡市東区 ドン・キホーテ 箱崎店 092-643-5511 福岡県福岡市東区箱崎５－１－８
福岡県 福岡市東区 サンドラッグ八田店 092-691-0508 福岡県福岡市東区八田１ー４ー４８
福岡県 福岡市東区 大賀薬局 舞松原店 092-682-6852 福岡県福岡市東区舞松原２丁目６ー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 ＪＲ福工大前駅店 092-605-7704 福岡県福岡市東区和白丘１丁目２２番２７号
福岡県 福岡市東区 ドラッグストア　マツモトキヨシ 下和白店 092-608-3949 福岡県福岡市東区和白丘３丁目４ー３３

福岡県 福岡市東区 大賀薬局 和白店 092-605-6080
福岡県福岡市東区和白東２ー１３ー３５ウイング友和
１Ｆ

福岡県 福岡市東区 大賀薬局 大賀パラ　ファルマルシェ新宮店 092-692-5553 福岡県福岡市東区和白東５ー１１ー２２
福岡県 福岡市南区 ドラッグストア　マツモトキヨシ 塩原店 092-557-2590 福岡県福岡市南区塩原１ー２０ー２４
福岡県 福岡市南区 薬マツモトキヨシ 花畑店 092-565-0550 福岡県福岡市南区花畑４ー９ー１２
福岡県 福岡市南区 ドラッグストアモリ福岡花畑店 092-555-3385 福岡県福岡市南区花畑四丁目１２番１５号
福岡県 福岡市南区 ツルハドラッグ高宮店 092-534-8050 福岡県福岡市南区高宮１丁目２ー２７
福岡県 福岡市南区 ドラッグ新生堂高宮駅前店 092-533-5005 福岡県福岡市南区高宮３ー３ー１
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 西長住店 092-557-9868 福岡県福岡市南区西長住２－３０－１６

福岡県 福岡市南区
セガミメディクス ドラッグセガミ大橋ステー
ション

092-554-7138
福岡県福岡市南区大橋１－５－１大橋西鉄名店街１階
くらしの街

福岡県 福岡市南区 新生堂薬局 南大橋店 092-554-5660 福岡県福岡市南区大橋４－２４－１７
福岡県 福岡市南区 新生堂薬局 中尾店 092-554-5880 福岡県福岡市南区中尾３－２６－１
福岡県 福岡市南区 ドラッグストアマツモトキヨシ 野間店 092-512-0676 福岡県福岡市南区野間４丁目２ー５
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 福岡市博多区 ドラッグストアモリ博多祇園店 092-260-9350 福岡県福岡市博多区祇園町６番４３号



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 大賀薬局 吉塚駅東口店 092-626-8815
福岡県福岡市博多区吉塚本町１０ー８　ジョイナス吉
塚１Ｆ

福岡県 福岡市博多区 薬マツモトキヨシ えきまち１丁目吉塚駅店 092-642-1205 福岡県福岡市博多区吉塚本町１３ー２８

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 ドラッグストアモリ　住吉店 092-292-0424 福岡県福岡市博多区住吉４丁目１６番１４号
福岡県 福岡市博多区 セガミメディクス ドラッグセガミ諸岡店 092-915-7511 福岡県福岡市博多区諸岡１－１７－１５
福岡県 福岡市博多区 サンドラッグ博多ミスト店 092-588-5539 福岡県福岡市博多区諸岡３ー２２ー３
福岡県 福岡市博多区 ココカラファイン 呉服町店 092-282-6222 福岡県福岡市博多区上呉服町１０－１０
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 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 福岡市博多区 ファミリーマート ドラッグイレブン神屋町店 092-283-5911 福岡県福岡市博多区神屋町２ー１
福岡県 福岡市博多区 ドン・キホーテ ドン・キホーテ福岡空港南店 092-433-3811 福岡県福岡市博多区西月隈１－１３－５４
福岡県 福岡市博多区 ＰＡＰＡ　ＨＩＲＯＹＡ 092-262-1866 福岡県福岡市博多区中洲２－５－１８
福岡県 福岡市博多区 ドン・キホーテ ドン・キホーテ中洲店 092-283-9711 福岡県福岡市博多区中洲３ー７ー２４

福岡県 福岡市博多区
セガミメディクス パワードラッグワンズ　ゲ
イツ店

092-283-0455
福岡県福岡市博多区中洲３－７－２４タイムトンネル
ゲイツＢ１

福岡県 福岡市博多区 大賀薬局 ドラッグ大賀博多口店 092-472-1120 福岡県福岡市博多区博多駅前３ー２５ー２１
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 コクミンドラッグ　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 アミュプラザ博多店 092-413-5410
福岡県福岡市博多区博多駅中央街１ー１　ＪＲ博多シ
ティＢ１Ｆ

福岡県 福岡市博多区
＠ｃｏｓｍｅ　ｓｔｏｒｅ アミュエスト博多
店

092-413-1510
福岡県福岡市博多区博多駅中央街１番１号　アミュエ
スト１階

福岡県 福岡市博多区 コクミンドラッグ　アミュエスト博多店 092-441-0510 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１番１号地下１階
福岡県 福岡市博多区 大賀薬局 博多バスターミナル店 092-436-6661 福岡県福岡市博多区博多駅中央街２ー１　１Ｆ
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 ＰｉｕＭａｇｉ 博多マルイ店 092-577-1720

福岡県福岡市博多区博多駅中央街９ー１博多マルイ４
Ｆ

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 竹下店 092-432-8770 福岡県福岡市博多区博多駅南６－１５－１
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 ドラッグストアモリキャナルシティ北店 092-260-8380 福岡県福岡市博多区祗園町７ー２０
福岡県 福岡市博多区 ヨドバシカメラ 博多店 092-471-1010 福岡市博多区博多駅中央街　　　６－１２

福岡県 福津市
セガミメディクス ドラッグセガミイオンモー
ル福津店

0940-38-5139
福岡県富津市日蒔野６丁目１６番地の１イオンモール
福津１Ｆ

福岡県 福津市
マツモトキヨシ九州販売 ドラッグストアマツ
モトキヨシレガネットＧ福津店

0940-52-7788 福岡県福津市宮司２丁目１ー１２

福岡県 福津市 ドラッグストアモリ　福津店 0940-52-4770 福岡県福津市宮司２丁目６４１番地
福岡県 福津市 サンドラッグ福津店 094-035-8766 福岡県福津市手光南１丁目９番３号
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 福津市 ドラッグストアモリ　福間店 0940-36-9891 福岡県福津市福間駅東３番地の１

福岡県 豊前市
ドラッグストアモリ Ｄモリ　フレスポくぼて
んタウン店

0979-83-1308 福岡県豊前市八屋１７７６ー５ー１

福岡県 北九州市戸畑区 サンキュードラッグ 一枝薬局 093-873-3539 福岡県北九州市戸畑区一枝２丁目３番３５号
福岡県 北九州市戸畑区 ドラッグストア　マツモトキヨシ 一枝店 093-873-2700 福岡県北九州市戸畑区一枝三丁目２ー１
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 北九州市戸畑区 イオン戸畑店 093-871-1111 福岡県北九州市戸畑区汐井町２ー２
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 サンキュードラッグ 高須薬局 093-742-7739 福岡県北九州市若松区高須南１ー８ー２７

福岡県 北九州市若松区 ココカラファイン 高須店 093-742-6122
福岡県北九州市若松区高須南２丁目２ー１　サンリブ
高須店内

福岡県 北九州市若松区 サンキュードラッグ 桜町薬局 093-752-1539 福岡県北九州市若松区桜町２ー１
福岡県 北九州市若松区 サンドラッグ深町店 093-752-5051 福岡県北九州市若松区深町一丁目１番１号
福岡県 北九州市若松区 ドラッグストアモリ若松青葉台店 093-742-2770 福岡県北九州市若松区青葉台西４－１－１０１
福岡県 北九州市小倉南区 新生堂薬局 横代店 093-965-1701 福岡県北九州市小倉南区横代東町１－２－８

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 セガミメディクス ココカラファイン守恒店 093-965-0101 福岡県北九州市小倉南区守恒１丁目サンリブ守恒内
福岡県 北九州市小倉南区 サンドラッグ沼新町店 093-474-2050 福岡県北九州市小倉南区沼新町１ー２ー２１
福岡県 北九州市小倉南区 ドラッグストアモリ沼新町店 093-383-8070 福岡県北九州市小倉南区沼新町１丁目２番５号
福岡県 北九州市小倉南区 サンキュードラッグ 沼南店 093-474-0039 福岡県北九州市小倉南区沼南町１ー２ー５
福岡県 北九州市小倉南区 ドラッグイレブン ドラッグイレブン曽根店 093-471-8611 福岡県北九州市小倉南区沼本町４ー２ー１
福岡県 北九州市小倉南区 ドラッグストアモリ　上葛原店 093-383-8898 福岡県北九州市小倉南区上葛原１丁目１３番３０号
福岡県 北九州市小倉南区 ココカラファイン サンリブシティ小倉店 093-932-6366 福岡県北九州市小倉南区上葛原２丁目１４－１
福岡県 北九州市小倉南区 ココカラファイン城野店 093-932-9964 福岡県北九州市小倉南区城野４－６－２５
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 ドラッグ新生堂　下曽根店 093-474-3305 福岡県北九州市小倉南区田原新町３－６－３
福岡県 北九州市小倉南区 サンキュードラッグ 徳力店 093-965-6339 福岡県北九州市小倉南区徳力３丁目１０番１号
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 ドラッグ新生堂徳力南方店 093-965-6033 福岡県北九州市小倉南区南方３－３－２０
福岡県 北九州市小倉南区 ドラッグイレブン ドラッグイレブン北方店 093-932-1161 福岡県北九州市小倉南区北方２丁目８番８号
福岡県 北九州市小倉北区 セガミメディクス ドラッグセガミ井堀店 093-562-7831 福岡県北九州市小倉北区井堀３丁目２番２
福岡県 北九州市小倉北区 サンキュードラッグ 富野薬局 093-512-5239 福岡県北九州市小倉北区下富野２ー１０ー２７

福岡県 北九州市小倉北区
マツモトキヨシ九州販売 ドラッグストアマツ
モトキヨシ貴船店

093-921-5020 福岡県北九州市小倉北区貴船町１ー２

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 薬マツモトキヨシ 魚町銀天街店 093-533-2210 福岡県北九州市小倉北区魚町１ー３ー７
福岡県 北九州市小倉北区 コクミンドラッグ　小倉中央 093-531-5938 福岡県北九州市小倉北区魚町１－３－５
福岡県 北九州市小倉北区 サンドラッグ プラム魚町銀天街３Ｆ店 093-533-4123 福岡県北九州市小倉北区魚町２ー１ー７　３階
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 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 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 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 北九州市小倉北区
ドラッグストア　マツモトキヨシ リバー
ウォーク店

093-562-3178 福岡県北九州市小倉北区室町１丁目１番１号５０

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 サンドラッグ到津店 093-654-1115 福岡県北九州市小倉北区上到津三丁目３番３号

福岡県 北九州市小倉北区 ココカラファイン 小倉駅店 093-512-1003
福岡県北九州市小倉北区浅野１－１－１　アミュプラ
ザＢ１



福岡県 北九州市小倉北区 ライフネス ドラッグ新生堂小倉店 093-383-7184
福岡県北九州市小倉北区浅野２ー１４ー３小倉興産１
５号館１Ｆ

福岡県 北九州市小倉北区 ウォンツ小倉船場店 093-513-7551 福岡県北九州市小倉北区船場町２ー６
福岡県 北九州市小倉北区 薬マツモトキヨシ 足原店 093-512-1011 福岡県北九州市小倉北区足原１ー７ー３
福岡県 北九州市小倉北区 薬マツモトキヨシ スピナガーデン大手町店 093-571-1017 福岡県北九州市小倉北区大手町１２ー４
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 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
マツモトキヨシ九州販売 ドラッグストアマツ
モトキヨシ西小倉店

093-562-6010 福岡県北九州市小倉北区竪町２丁目３ー１５

福岡県 北九州市小倉北区 サンキュードラッグ 中井薬局 093-563-2739 福岡県北九州市小倉北区中井２ー４ー２０
福岡県 北九州市小倉北区 ドン・キホーテ ドン・キホーテ小倉店 093-512-7411 福岡県北九州市小倉北区中津口２－７６－１
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 ドラッグストアモリ南丘店 093-967-8026 福岡県北九州市小倉北区南丘２丁目１３番地３０号
福岡県 北九州市八幡西区 ココカラファイン 折尾店 093-695-6977 福岡県北九州市八幡西区光明２－１１－１６
福岡県 北九州市八幡西区 サンドラッグ香月店 093-619-5005 福岡県北九州市八幡西区香月西３ー８ー１０

福岡県 北九州市八幡西区 サンキュードラッグ 黒崎駅前薬局 093-644-7339
福岡県北九州市八幡西区黒崎３ー１ー３菅原第一ビル
ディング１Ｆ

福岡県 北九州市八幡西区
ドラッグストア　マツモトキヨシ コムシティ
店

092-632-8522 福岡県北九州市八幡西区黒崎３ー１５ー３
福岡県 北九州市八幡西区 ドン・キホーテ ドン・キホーテ　パウ黒崎店 093-644-0311 福岡県北九州市八幡西区桜ケ丘町１－３
福岡県 北九州市八幡西区 ココカラファイン 三ヶ森店 093-614-2030 福岡県北九州市八幡西区三ケ森３－９－１
福岡県 北九州市八幡西区 ドラッグストア　マツモトキヨシ 上の原店 093-614-8080 福岡県北九州市八幡西区上の原３丁目３１ー８
福岡県 北九州市八幡西区 ドラッグストアモリ　陣原店 093-695-6185 福岡県北九州市八幡西区陣原４丁目２ー４
福岡県 北九州市八幡西区 ドラッグストアモリ陣山店 093-616-0581 福岡県北九州市八幡西区陣山二丁目１０ー２６
福岡県 北九州市八幡西区 ドラッグストアモリ　星が丘店 093-618-8200 福岡県北九州市八幡西区星ケ丘２丁目１番地１０１
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 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
マツモトキヨシ九州販売 ドラッグストアマツ
モトキヨシ折尾店

093-691-7199 福岡県北九州市八幡西区大浦２丁目４ー１８

福岡県 北九州市八幡西区 サンキュードラッグ 穴生店 093-632-8139 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣１ー６ー１５
福岡県 北九州市八幡西区 スーパーセンタートライアル 上津役店 093-614-5333 福岡県北九州市八幡西区中の原２－１９－１
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 サンキュードラッグ 筒井町店 093-644-2339 福岡県北九州市八幡西区筒井町１５番１号
福岡県 北九州市八幡西区 サンドラッグ共立大前店 093-695-7171 福岡県北九州市八幡西区藤原１丁目４ー８
福岡県 北九州市八幡西区 新生堂薬局 永犬丸店 093-695-2160 福岡県北九州市八幡西区八枝５－４－３
福岡県 北九州市八幡西区 ドラッグストアマツモトキヨシ 北九州本城店 093-693-5226 福岡県北九州市八幡西区本城東４丁目１２ー７

福岡県 北九州市八幡西区 ココカラファイン サンリブ木屋瀬店 093-618-1955
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬１ー２７ー１サンリブ
木屋瀬店内

福岡県 北九州市八幡東区 ドラッグイレブン ＪＲ八幡駅店 093-663-2966 福岡県北九州市八幡東区西本町３丁目６－１
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 大里東口店 093-372-9939 福岡県北九州市門司区下二十町１ー１
福岡県 北九州市門司区 ドラッグイレブン 門司店 093-382-6260 福岡県北九州市門司区下二十町３－２７
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 北九州市門司区 ウォンツ西門司店 093-382-6610 福岡県北九州市門司区東新町２ー４ー２７
福岡県 北九州市門司区 サンキュードラッグ 柳町薬局 093-382-1239

福岡県北九州市門司区柳町２ー５ー３　丸新ビル１０
１

福岡県 柳川市 サンドラッグ柳川店 0944-75-6251 福岡県柳川市三橋町蒲船津地内３４街区２９画地



福岡県 柳川市 新生堂薬局 柳川駅前店 0944-74-8771 福岡県柳川市三橋町藤吉５１３－１

福岡県 柳川市 ドラッグストアモリ ドラッグモリ　柳川店 0944-73-8811 福岡県柳川市大和町徳益２２番地１

佐賀県 伊万里市 ドラッグストアモリ伊万里店 0955-23-4580 佐賀県伊万里市ニ里町八谷搦１８９－１

佐賀県 伊万里市 回生薬局 カイセイ伊万里駅前店 0955-22-2386 佐賀県伊万里市新天町字中島４７９－１
佐賀県 伊万里市 ドラッグストアモリ伊万里大里店 0955-23-3622 佐賀県伊万里市二里町大里乙８５－２
佐賀県 嬉野市 ドラッグストアモリ嬉野店 0954-42-1121 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙１０２－１
佐賀県 嬉野市 ドラッグイレブン みゆき通り店 0954-42-2275 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙１３８０
佐賀県 杵島郡白石町 ドラッグストアモリ白石店 0954-65-2515 佐賀県杵島郡白石町戸ヶ里１９８０－１
佐賀県 佐賀市 ドラッグストアモリ愛敬店 0952-26-5665 佐賀県佐賀市愛敬町２９２－１
佐賀県 佐賀市 ドラッグストアモリ久保田店 0952-68-3170 佐賀県佐賀市久保田町新田３７９９－１

佐賀県 佐賀市
セガミメディクス ドラッグセガミモラージュ
佐賀店

0952-41-7000 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島７３０番地

佐賀県 佐賀市 ドラッグストアモリ高木瀬店 0952-33-6257 佐賀県佐賀市高木瀬西４－１６４６
佐賀県 佐賀市 ドラッグストアモリ高木瀬東店 0952-37-0248 佐賀県佐賀市高木瀬東４ー８４５ー３０
佐賀県 佐賀市 サンドラッグ佐賀新栄店 0952-27-7770 佐賀県佐賀市新栄西２ー１０
佐賀県 佐賀市 ドン・キホーテ 佐賀店 0952-32-9111 佐賀県佐賀市新中町６－１１
佐賀県 佐賀市 ドラッグストアモリ神園店 0952-37-5680 佐賀県佐賀市神園６丁目２番２３号
佐賀県 佐賀市 ドラッグイレブン 大財店 0952-40-8621 佐賀県佐賀市大財５－１０－１１
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 ドラッグストアモリ大和店 0952-62-6620 佐賀県佐賀市大和町尼寺字井釜２２５８－２
佐賀県 佐賀市 ドラッグストアモリ東与賀店 0952-45-8180 佐賀県佐賀市東与賀町下古賀１６８－１
佐賀県 佐賀市 ドラッグストアモリ南佐賀店 0952-22-5280 佐賀県佐賀市南佐賀２丁目１７８番地５
佐賀県 佐賀市 ドラッグストアモリ兵庫店 0952-32-6125 佐賀県佐賀市兵庫町西渕４３街区６
佐賀県 佐賀市 ゆめタウン佐賀店 0952-33-3100 佐賀県佐賀市兵庫北５丁目１４ー１
佐賀県 佐賀市 ドラッグストアモリ本庄店 0952-37-9360 佐賀県佐賀市本庄町大字１２６８ー１
佐賀県 三養基郡みやき町 ドラッグストアモリ ドラッグモリ中原店 0942-94-5100 佐賀県三養基郡みやき町簑原８６０番地
佐賀県 三養基郡上峰町 ドラッグストアモリ上峰店 0952-52-7823 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所２４９５番地７
佐賀県 鹿島市 ドラッグストアモリ鹿島末光店 0954-62-1026 佐賀県鹿島市大字納富分甲２１３－１
佐賀県 小城市 ドラッグストアモリ牛津店 0952-66-1922 佐賀県小城市芦刈町芦溝７５－１
佐賀県 小城市 ドラッグストアモリ三日月店 0952-97-5011 佐賀県小城市三日月町長神田字大寺２２３７ー１
佐賀県 神埼市 ドラッグストアモリ神埼店 0952-52-5361 佐賀県神埼市神埼町田道ケ里２３０６番地１
佐賀県 西松浦郡有田町 ドラッグストアモリ有田店 0955-43-4815 佐賀県西松浦郡有田町南原甲５２１－１
佐賀県 多久市 ドラッグストアモリ多久店 0952-75-2030 佐賀県多久市北多久町大字小侍１２２９番地３
佐賀県 鳥栖市 ドラッグストアモリ鳥栖蔵上新店 0942-82-8285 佐賀県鳥栖市蔵上町３－１６２
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
佐賀県 唐津市 ドラッグストアモリ菜畑店 0955-72-4640 佐賀県唐津市菜畑３２８６
佐賀県 唐津市 ドラッグストアモリ ドラッグモリ山本店 0955-78-3370 佐賀県唐津市山本１５０５番地１
佐賀県 武雄市 ドラッグストアモリ武雄インター店 0954-23-8722 佐賀県武雄市朝日町甘久字大鹿３５１１－１

佐賀県 武雄市 ドラッグストアモリ武雄店 0954-22-8017 佐賀県武雄市武雄町大字昭和１９３

長崎県 壱岐市 ドラッグストアモリ郷ノ浦店 0920-48-1030 長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触９５５ー１

長崎県 壱岐市 ドラッグストアマツモトキヨシ 壱岐店 0920-48-0777 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触２８ー１０
長崎県 雲仙市 ドラッグストアモリ愛野店 0957-36-1661 長崎県雲仙市愛野町乙字小無田下４５８外１１筆

長崎県 五島市
マツモトキヨシ九州販売 ドラッグストアマツ
モトキヨシ大波止店

0959-75-0723 長崎県五島市東浜町３ー１ー１

長崎県 五島市 ドラッグストアモリ五島福江店 0959-72-3300 長崎県五島市東浜町３丁目４番１号
長崎県 五島市 ドラッグストアモリ五島籠淵店 0959-72-1255 長崎県五島市籠淵町２０３５－１



長崎県 五島市
マツモトキヨシ九州販売 ドラッグストアマツ
モトキヨシ五島店

0959-75-0030 長崎県五島市籠淵町２０９０ー６

長崎県 佐世保市 ココカラファインハウステンボス店 0956-80-1228 長崎県佐世保市ハウステンボス町７ー８
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
マツモトキヨシ九州販売 ドラッグストアマツ
モトキヨシ江迎店

0956-73-1488 長崎県佐世保市江迎町三浦３９ー１

長崎県 佐世保市 ミズ ＭＩＺえきマチ１丁目佐世保 0956-42-1105 長崎県佐世保市三浦町２１－１

長崎県 佐世保市
マツモトキヨシ九州販売 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 佐世保市 ドラッグストアモリ　矢峰店 0956-40-7723 長崎県佐世保市松原町２０－１
長崎県 佐世保市 ココカラファイン相浦店 0956-26-2076 長崎県佐世保市上相浦町１－６

長崎県 佐世保市 ココカラファインさせぼ五番街店 0956-37-0390
長崎県佐世保市新港町２番１号させぼ五番街５１３３
０１

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 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 ドラッグストアモリ早苗店 0956-39-3566 長崎県佐世保市早苗町５２４－２
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 ドン・キホーテ 佐世保店 0956-20-0711 長崎県佐世保市大塔町６１６－３４
長崎県 佐世保市 セガミメディクス ドラッグセガミ日野店 0956-29-2418 長崎県佐世保市日野町８８８ララ佐世保プレイス内
長崎県 佐世保市 ドラッグストアモリ白岳店 0956-33-0006 長崎県佐世保市白岳町１４３番地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 松浦市
マツモトキヨシ九州販売 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
長崎県 西彼杵郡時津町 ドン・キホーテ時津店 095-813-2811 長崎県西彼杵郡時津町元村郷１１９１ー１
長崎県 西彼杵郡時津町 ドラッグストアモリ時津店 095-882-7223 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷字福島８８－１
長崎県 西彼杵郡長与町 ココカラファイン長与店 095-887-0566 長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷２００４－１８

長崎県 対馬市
マツモトキヨシ九州販売 ドラッグストアマツ
モトキヨシ大浦バリュー店

0920-88-9600 長崎県対馬市上対馬町大浦６１ー１

長崎県 対馬市 ドラッグストアモリ美津島店 0920-54-5050 長崎県対馬市美津島鶏知乙５２５番地２８

長崎県 対馬市
マツモトキヨシ九州販売 ドラッグストアマツ
モトキヨシ対馬店

0920-54-5455 長崎県対馬市美津島町鶏知乙５２０ー１７

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 大村市 ドラッグストアモリ大村溝陸店 0957-53-7006 長崎県大村市溝陸町７９０
長崎県 大村市 ＭＥＧＡドン・キホーテ大村インター店 0957-48-7211 長崎県大村市西大村本町２５５
長崎県 大村市 ドラッグストアモリ大村駅前店 0957-50-2851 長崎県大村市東三城町８６－７
長崎県 大村市 サンドラッグ富の原店 0957-28-8078 長崎県大村市富の原２ー６９６ー１

長崎県 長崎市
マツモトキヨシ九州販売 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 長崎市 セガミメディクス ドラッグセガミ葉山店 095-855-8922 長崎県長崎市滑石２－３０７－１１
長崎県 長崎市 ゆめタウン夢彩都店 095-823-3131 長崎県長崎市元船町１０－１
長崎県 長崎市 ドラッグイレブン 江川店 095-833-5511 長崎県長崎市江川町２３２番地
長崎県 長崎市 セガミメディクス ドラッグセガミ三芳町店 095-813-0910 長崎県長崎市三芳町１１－１６
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 サンドラッグ深堀店 095-834-2227 長崎県長崎市深堀町１ー１４５ー２４
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 サンドラッグ福田店 095-832-9155 長崎県長崎市大浜町１５９４
長崎県 長崎市 イオン東長崎店 095-839-1110 長崎県長崎市田中町１０２７－８



長崎県 長崎市 ココカラファイン 浜の町店 095-832-8911 長崎県長崎市浜町１－１４
長崎県 長崎市 サンドラッグ長崎浜町店 095-820-7198 長崎県長崎市浜町１ー９
長崎県 長崎市 ドン・キホーテ 浜町店 095-829-7811 長崎県長崎市浜町３ー５
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 長崎浜町店 095-832-8770 長崎県長崎市浜町７－７
長崎県 長崎市 ココカラファイン 浜の町中央店 095-816-1616 長崎県長崎市浜町８ー３７
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 ココカラファイン 万屋町店 095-811-1120 長崎県長崎市万屋町６－５
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
マツモトキヨシ九州販売 ドラッグストアマツ
モトキヨシ葉山店

095-855-9103 長崎県長崎市葉山１丁目２８ー１５

長崎県 島原市 サンドラッグ島原店 0957-68-7170 長崎県島原市栄町８３３４
長崎県 島原市 ドラッグストアモリ島原店 0957-64-2080 長崎県島原市城内３丁目９２９－１
長崎県 南島原市 ドラッグストアモリ口之津店 0957-86-5530 長崎県南島原市口之津町甲２９２１－１
長崎県 平戸市 ドラッグストアモリ　平戸店 0950-29-9090 長崎県平戸市岩の上町１４４

長崎県 平戸市
マツモトキヨシ九州販売 ドラッグストアマツ
モトキヨシ平戸店

0950-26-0570 長崎県平戸市築地町５６８ー１

長崎県 北松浦郡佐々町 ドラッグストアモリ佐々店 0956-62-5072 長崎県北松浦郡佐々町沖田免１６１－２
長崎県 北松浦郡佐々町 ドラッグストアモリ ドラッグモリ鴨川店 0956-77-8877 長崎県北松浦郡佐々町鴨川免１６５番地
長崎県 諫早市 ドラッグストアモリアクロスプラザ諫早店 0957-25-6322 長崎県諫早市久山町１２７１－６

長崎県 諫早市 ドラッグストアモリ諫早幸町店 0957-21-8770 長崎県諫早市幸町２３８番地

大分県 宇佐市 ドラッグストアモリ宇佐四日市店 0978-33-4030 大分県宇佐市大字四日市３９番地

大分県 宇佐市 ドラッグストアモリ宇佐上田店 0978-33-3335 大分県宇佐市大字上田１８９－１
大分県 臼杵市 サンドラッグ臼杵江無田店 0972-64-0991 大分県臼杵市江無田２６６ー５サンリブ臼杵店内
大分県 杵築市 ドラッグストアモリ杵築店 0978-68-8771 大分県杵築市大字杵築６６５番地５５４
大分県 玖珠郡玖珠町 ドラッグストアモリ玖珠店 0973-72-0608 大分県玖珠郡玖珠町塚脇５４３
大分県 佐伯市 ドラッグセイムス　佐伯中の島店 0972-20-5777 大分県佐伯市中の島１ー５７６４ー１
大分県 佐伯市 ファンメディカル ドラッグファン　中央店 0972-24-0689 大分県佐伯市中村南町１３２９ー３

大分県 速見郡日出町
マツモトキヨシ九州販売 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

大分県 大分市 ドラッグストアモリ　羽屋店 097-545-8300 大分県大分市羽屋２８８－１
大分県 大分市 サンドラッグ羽屋店 097-573-6551 大分県大分市羽屋字浅見田１２８ー１
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 ドラッグセイムス　大分皆春店 097-528-8773 大分県大分市皆春５１４ー４
大分県 大分市 ドン・キホーテ 大分光吉店 097-557-0311 大分県大分市宮崎２５８番地

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 ファンメディカル ファン古国府店 097-573-5800 大分県大分市古国府１組
大分県 大分市 イオン光吉店 097-568-5588 大分県大分市光吉８２５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１
Ｆ

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 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 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 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 ワイドマート　ドラッグ＆フード新町店 097-535-1677 大分県大分市新町２３番地
大分県 大分市 サンドラッグ鶴崎森店 097-586-6166 大分県大分市森字六反田６０５
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 ドン・キホーテ ＤＰＩａｚａ大分店 097-513-5477 大分県大分市勢家町１１３７
大分県 大分市 ドラッグセイムス　大分春日店 097-573-7800 大分県大分市西春日町５９
大分県 大分市 ドラッグセイムス　大分羽屋店 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 ドラッグストアモリ賀来店 097-549-2633 大分県大分市大字賀来　３８７１番地
大分県 大分市 ドラッグセイムス　大分寒田店 097-503-9010 大分県大分市大字寒田１１５０ー５
大分県 大分市 ドラッグセイムス　大分わさだ店 097-586-1510 大分県大分市大字市５３１番地
大分県 大分市 ドラッグセイムス　大分岩田店 097-504-7228 大分県大分市大字津留１９１１ー１
大分県 大分市 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 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 ココカラファイン大分中央店 097-540-5988 大分県大分市中央町２－５－２５
大分県 大分市 サンドラッグ東大道店 097-540-7188 大分県大分市東大道１ー１２ー１４

大分県 大分市
マツモトキヨシ九州販売 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 ドラッグイレブン 畑中店 097-514-9813 大分県大分市畑中９３５－１
大分県 大分市 ローズマリー 大分店 097-534-5100 大分県大分市府内町１ー２ー１第２トレンドビル１Ｆ
大分県 大分市 ドラッグイレブン 牧店 097-503-4230 大分県大分市牧３－４－４
大分県 中津市 ドラッグストアモリ中津下池永店 0979-23-4578 大分県中津市下池永４８０

大分県 中津市
マツモトキヨシ九州販売 ドラッグストアマツ
モトキヨシイオンモール三光店

0979-27-7676 大分県中津市三光佐知１０３２

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 ドラッグセイムス　中津沖代店 0979-26-0007 大分県中津市上池永１２４５ー１
大分県 中津市 ドラッグストアモリ中津北店 0979-64-8182 大分県中津市大字蛎瀬８３２ー１

大分県 中津市
マツモトキヨシ九州販売 マツモトキヨシフレ
スポ中津北店

0979-85-0900 大分県中津市大字大新田２９０ー１ー２

大分県 中津市 ワタナベ ミント中津店 0979-24-3335 大分県中津市中殿町３丁目１２番
大分県 中津市 ゆめタウン中津店 0979-23-6000 大分県中津市島田１３４－１
大分県 津久見市 ドラッグセイムス　津久見店 0972-85-0711 大分県津久見市港町４１４２ー１５１
大分県 日田市 ドラッグストアモリ日ノ隈店 0973-28-5376 大分県日田市大字庄手１７８番１
大分県 日田市 ドラッグストアモリ田島店 0973-28-5665 大分県日田市大字田島４９５番地
大分県 日田市 ドラッグストアモリ日田店 0973-23-8778 大分県日田市渡里３８番地７
大分県 日田市 セガミメディクス ドラッグ　セガミ　日田店 0973-22-8341 大分県日田市南元町１番２号
大分県 日田市 ドラッグストアモリ日田友田店 0973-22-7712 大分県日田市友田萩鶴８０６－１
大分県 別府市 ドラッグストアモリ流川店 0977-26-5667 大分県別府市上田の湯町２１２１－１
大分県 別府市 ドラッグストアモリ上野口店 0977-23-6066 大分県別府市上野口町２番７号
大分県 別府市 ドラッグセイムス　別府観光港店 0977-73-9700 大分県別府市船小路町１ー３０
大分県 別府市 ドラッグセイムス　別府流川通店 0977-27-3966 大分県別府市中島町２４１５ー１
大分県 別府市 ドラッグセイムス　別府やまなみ店 0977-27-7666 大分県別府市鶴見１３７ー１
大分県 別府市 ドラッグストアモリ鶴見店 0977-75-6468 大分県別府市鶴見２６１２ー１
大分県 別府市 ゆめタウン別府店 0977-26-3333 大分県別府市楠町３２８－７
大分県 豊後高田市 ドラッグストアモリ豊後高田店 0978-24-1255 大分県豊後高田市新地１８６３番地
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 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

熊本県 阿蘇郡南小国町 ドラッグストアモリ小国店 0967-48-6680 熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場字檜皮原　１２８２－１

熊本県 宇城市 同仁堂 ドラッグストアアットハーズ小川店 0964-34-6601
熊本県宇城市小川町河江１ー１イオンモール宇城バ
リュー内

熊本県 宇城市 ドラッグイレブン 松橋店 0964-46-1040 熊本県宇城市松橋町きらら１丁目１０番２号
熊本県 宇城市 ドラッグストアモリ松橋店 0964-27-4344 熊本県宇城市松橋町松橋７７６番地１



熊本県 宇土市 ドラッグストアモリ宇土店 0964-27-5584 熊本県宇土市水町５０番地１クロス２１ＵＴＯ内
熊本県 宇土市 サンドラッグ宇土店 0964-24-5161 熊本県宇土市善道寺町９５
熊本県 菊池郡菊陽町 ゆめタウン　光の森店 096-233-2211 熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目３３ー１
熊本県 菊池郡菊陽町 ＭＥＧＡドン・キホーテ 菊陽店 096-233-4811 熊本県菊池郡菊陽町津久礼２６５５ー１
熊本県 菊池郡大津町 イオン大津店 096-293-3200 熊本県菊池郡大津町大字室１３７
熊本県 菊池郡大津町 新生堂薬局 大津店 096-294-6222 熊本県菊池郡大津町大字大津１２１１－１
熊本県 菊池市 ドラッグセイムス　泗水店 0968-23-8680 熊本県菊池市泗水町豊水３３３６
熊本県 球磨郡あさぎり町 ドラッグストアモリあさぎり店 0966-45-8880 熊本県球磨郡あさぎり町免田西字黒田　２５２５
熊本県 玉名市 ゆめタウン玉名店 0968-71-0001 熊本県玉名市亀甲１３４
熊本県 玉名市 ドラッグストアモリ玉名店 0968-82-8433 熊本県玉名市岱明町下前原字山浦３１７番

熊本県 玉名市
ミドリ薬品 ドラッグストアマツモトキヨシ玉
名店

0968-76-8066 熊本県玉名市中１６８６ー３

熊本県 玉名市 ドラッグセイムス　玉名伊倉店 0968-71-0139 熊本県玉名市片諏訪字堀田２６４－１
熊本県 玉名市 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 熊本市西区 ドラッグ新生堂田崎店 096-211-8033 熊本県熊本市西区春日７丁目２８番１０号
熊本県 熊本市西区 ドン・キホーテ パウ上熊本店 096-312-8760 熊本県熊本市西区上熊本３ー３ー２０
熊本県 熊本市西区 セガミメディクス ドラッグセガミ熊本城山店 096-319-4775 熊本県熊本市西区城山下代２－６－１５

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 熊本市中央区 ドン・キホーテ 熊本中央店 096-326-6311 熊本県熊本市中央区下通１ー１１ー４
熊本県 熊本市中央区 ドラッグイレブン 下通り店 096-355-5310 熊本県熊本市中央区下通１丁目３－７
熊本県 熊本市中央区 ＰｉｕＭａｇｉ ＣＯＣＯＳＡ熊本下通店 096-312-1760

熊本県熊本市中央区下通１丁目３番－８　ＣＯＣＯＳ
Ａ

熊本県 熊本市中央区 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 ドラッグストアモリ京町店 096-223-5818 熊本県熊本市中央区京町２丁目１４番７号
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 サンドラッグ熊本上通店 096-312-5277 熊本県熊本市中央区上通町１ー１９大進第７ビル１階

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 ココカラファイン　上通店 096-206-4898
熊本県熊本市中央区上通町６ー１５　オークス第２ビ
ル１階

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 ドラッグストアモリ帯山店 096-386-8200 熊本県熊本市中央区帯山７－１９－４５
熊本県 熊本市中央区 ゆめタウン大江店 096-211-5500 熊本県熊本市中央区大江３丁目２番４０号

熊本県 熊本市中央区
セガミメディクス ドラッグセガミグランパ
レッタ熊本店

096-363-1022 熊本県熊本市中央区大江４ー２ー６５

熊本県 熊本市中央区 ドン・キホーテ南熊本店 096-375-8811 熊本県熊本市中央区南熊本１丁目９ー２５
熊本県 熊本市中央区 サンドラッグ南熊本店 096-375-8566 熊本県熊本市中央区南熊本３ー５ー１
熊本県 熊本市中央区 ドラッグストアモリ萩原店 096-334-6811 熊本県熊本市中央区萩原町１１８
熊本県 熊本市中央区 ドラッグストアモリ本荘店 096-364-0255 熊本県熊本市中央区本荘町字苗床７３７－７

熊本県 熊本市中央区
マツモトキヨシ 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 熊本市東区 ドラッグストアモリ戸島店 096-360-6671 熊本県熊本市東区戸島西１－２９－３
熊本県 熊本市東区 ドラッグイレブン 戸島店 096-214-1130 熊本県熊本市東区戸島西５ー１ー１７
熊本県 熊本市東区 ドラッグイレブン 御領店 096-213-3711 熊本県熊本市東区御領２丁目２０番１号
熊本県 熊本市東区 サンドラッグさくらの森店 096-331-8221 熊本県熊本市東区桜木６ー６ー１
熊本県 熊本市東区 サンドラッグ託麻店 096-349-0085 熊本県熊本市東区小山２ー１３ー６１



熊本県 熊本市東区 ゆめタウンサンピアン 096-380-1125 熊本県熊本市東区上南部２－２－２

熊本県 熊本市東区 ココカラファイン サンピアン店 096-389-7132
熊本県熊本市東区上南部２－２－２ゆめタウンサンピ
アン内１Ｆ

熊本県 熊本市東区 サンドラッグサンロードＣ熊本店 096-360-7661 熊本県熊本市東区東町３ー２ー１５
熊本県 熊本市東区 ドラッグ新生堂　尾ノ上店 096-340-0310 熊本県熊本市東区尾ノ上２丁目３－２８
熊本県 熊本市南区 ドラッグストアモリ城南店 0964-28-0355 熊本県熊本市南区城南町阿高３０６ー１
熊本県 熊本市南区 ゆめタウンはません 096-370-5740 熊本県熊本市南区田井島１－２－１
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 熊本市南区 ドラッグイレブン 島町店 096-320-2337 熊本県熊本市南区島町７８７－１
熊本県 熊本市北区 ドラッグイレブン 清水バイパス店 096-341-6355 熊本県熊本市北区高平３－３７－２３
熊本県 熊本市北区 ドラッグストアモリ植木店 096-272-2212 熊本県熊本市北区植木町一木１５０ー１

熊本県 熊本市北区
マツモトキヨシ ドラッグストアマツモトキヨ
シ楠店

096-348-7180 熊本県熊本市北区楠３丁目１０ー２２

熊本県 熊本市北区 ドラッグセイムス　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 熊本市北区 ココカラファイン清水店 096-337-3777 熊本県熊本市北区麻生田三丁目１ー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 荒尾市 ドラッグストアモリ　荒尾店 0968-66-4688 熊本県荒尾市荒尾４１６０番地２
熊本県 荒尾市 ゆめタウンあらお店 0968-66-1525 熊本県荒尾市緑ヶ丘１－１－１
熊本県 合志市 ドラッグイレブン 合志店 096-249-2511 熊本県合志市幾久富１７５８－５３
熊本県 合志市 下川薬局 シモカワみずき台店 096-242-5431 熊本県合志市須屋字みずき台３５４７
熊本県 合志市 セガミメディクス ドラッグセガミ菊南店 096-341-3780 熊本県合志市須屋上の原１９３６－１
熊本県 山鹿市 サンドラッグ東山鹿店 0968-32-0750 熊本県山鹿市古閑１００６ー５
熊本県 山鹿市 ドラッグストアモリ山鹿店 0968-44-1280 熊本県山鹿市古閑１０７４番地１
熊本県 上益城郡嘉島町 ドラッグストアモリ嘉島店 096-237-2866 熊本県上益城郡嘉島町上島１９５０
熊本県 上益城郡嘉島町 同仁堂 嘉島店 096-235-2422 熊本県上益城郡嘉島町上島２２３２
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
熊本県 上益城郡御船町 ドラッグストアモリ御船店 096-282-4664 熊本県上益城郡御船町辺田見２２１番地１
熊本県 人吉市 ドラッグストアモリ人吉店 0966-22-8770 熊本県人吉市瓦屋町後田２３６３－１
熊本県 天草市 ドラッグストアモリ天草大浜店 0969-23-5548 熊本県天草市大浜町３７６番地１
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 ドラッグストアモリ鏡店 0965-52-5870 熊本県八代市鏡町下村１５２７－１
熊本県 八代市 ゆめタウン八代店 0965-35-9797 熊本県八代市建馬町３－１
熊本県 八代市 ドラッグセイムス　八代店 0965-34-7637 熊本県八代市新町１－１４

熊本県 八代市
マツモトキヨシ ドラッグストアマツモトキヨ
シ八代店

0965-33-7893 熊本県八代市田中町４５９ー２

宮崎県 えびの市 ドラッグストアマツモトキヨシ えびの店 0984-37-3287 宮崎県えびの市向江２０８ー１

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 延岡市 ＭＥＧＡドン・キホーテ 延岡店 0982-42-2411 宮崎県延岡市塩浜町１丁目１５３２番１
宮崎県 延岡市 ドラッグストアモリ延岡岡富店 0982-29-4334 宮崎県延岡市岡富町６９３ー２
宮崎県 延岡市 イオン多々良店 0982-28-0050 宮崎県延岡市岡富町８４３番地
宮崎県 延岡市 ファンメディカル ドラッグファン延岡店 0982-33-0732 宮崎県延岡市出北４－２５５４－１
宮崎県 宮崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 花ヶ島店 0985-61-7634 宮崎県宮崎市花ヶ島町小物町２６６４
宮崎県 宮崎市 ドラッグイレブン 吉村店 0985-24-8239 宮崎県宮崎市吉村町ハシテ甲２３８６－１２９

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３
９街区６

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 ドラッグストアマツモトキヨシ 江平店 0985-35-7538 宮崎県宮崎市江平町１ー３ー３
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 ドラッグイレブン 佐土原店 0985-30-1383 宮崎県宮崎市佐土原町下田島９６３６－１
宮崎県 宮崎市 ドラッグストアモリ浮之城店 0985-23-0232 宮崎県宮崎市新城町５７番地１
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 メリーメイズイオン宮崎店 0985-60-8146 宮崎県宮崎市新別府町江口８６２ー１
宮崎県 宮崎市 ドン・キホーテ 宮崎店 0985-83-2211 宮崎県宮崎市神宮東１－１－５
宮崎県 宮崎市 サンドラッグ 清武店 0985-64-5267 宮崎県宮崎市清武町正手２－３７
宮崎県 宮崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 清武駅前店 0985-67-4067 宮崎県宮崎市清武町船引３３１ー４
宮崎県 宮崎市 ドラッグストアモリ青葉店 0985-48-6826 宮崎県宮崎市青葉町４４番１
宮崎県 宮崎市 ドラッグイレブン 宮崎大橋店 0985-83-3328 宮崎県宮崎市大橋３－４－２６
宮崎県 宮崎市 ドラッグストアモリ恒久店 0985-82-8891 宮崎県宮崎市大字恒久４３７８ー２
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 芳士店 0985-39-8946 宮崎県宮崎市大字芳士１０１６－１
宮崎県 宮崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 生目台通り店 0985-50-5260 宮崎県宮崎市大塚町大迫南平４４７７ー１
宮崎県 宮崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 小松台店 0985-48-3115 宮崎県宮崎市大塚町池ノ内１０９１ー１
宮崎県 宮崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 大塚店 0985-63-0601 宮崎県宮崎市大塚町馬場崎３５８６ー１
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 宮崎市 イオン南宮崎店 0985-50-0535 宮崎県宮崎市大淀４－２７０
宮崎県 宮崎市 ドラッグイレブン 霧島店 0985-29-6682 宮崎県宮崎市霧島１－３－３
宮崎県 宮崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 柳丸店 0985-60-6810 宮崎県宮崎市柳丸町１３５ー１
宮崎県 児湯郡高鍋町 ドラッグストアモリ　高鍋店 0983-23-5065 宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋字中畑５０１６
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
宮崎県 小林市 ドラッグストアモリ小林細野店 0984-23-6808 宮崎県小林市細野１６２９－６
宮崎県 小林市 ドラッグストアモリ小林店 0984-23-7873 宮崎県小林市水流迫６４８－２５
宮崎県 小林市 サンドラッグ 小林店 0984-25-1505 宮崎県小林市堤３００５－１２
宮崎県 西都市 ドラッグストアモリ西都店 0983-42-2533 宮崎県西都市右松２１３４番地１
宮崎県 都城市 イオン都城駅前店 0986-22-8527 宮崎県都城市栄町４６７２－５
宮崎県 都城市 ドラッグストアモリ都城郡元店 0986-24-1585 宮崎県都城市郡元町２－２０－１１

宮崎県 都城市
スーパーセンターニシムタ 五十市フード＆ラ
イフ館

0986-57-6233
宮崎県都城市五十町２３７５ー５スーパーセンターニ
シムタ五十市フード＆ライフ館

宮崎県 都城市 ＭＥＧＡドン・キホーテ 都城店 0986-45-0211 宮崎県都城市上川東４ー５９４８ー１
宮崎県 都城市 ドラッグストアモリ都城上東町店 0986-22-0677 宮崎県都城市上東町６－２
宮崎県 都城市 ドラッグストアマツモトキヨシ 鷹尾店 0986-23-9117 宮崎県都城市南鷹尾町４７ー９
宮崎県 都城市 ドラッグストアモリ都城簑原店 0986-36-8543 宮崎県都城市簑原８５２１
宮崎県 東臼杵郡門川町 ドラッグストアマツモトキヨシ 門川店 0982-50-4331 宮崎県東臼杵郡門川町東栄町４ー１ー１８
宮崎県 日向市 ドラッグストアモリ日向財光寺店 0982-55-3780 宮崎県日向市大字財光寺３３７７番地１
宮崎県 日向市 ドラッグストアモリ日向日知屋店 0982-55-1703 宮崎県日向市日知屋１６４３１
宮崎県 日向市 ドラッグストアマツモトキヨシ 日知屋店 0982-54-4731 宮崎県日向市日知屋３３７９ー４８
宮崎県 日向市 イオン日向店 0982-55-8231 宮崎県日向市日知屋古田町６１－１ＨＢＣ
宮崎県 日南市 ドラッグストアモリ日南平野店 0987-55-1655 宮崎県日南市上平野町２丁目１２ー１８

宮崎県 北諸県郡三股町 ドラッグストアマツモトキヨシ 広原店 0986-46-1311 宮崎県北諸県郡三股町宮村２９５０ー３

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 いちき串木野市 ドラッグイレブン 串木野店 0996-33-5155 鹿児島県いちき串木野市東塩田町１９０
鹿児島県 いちき串木野市 ドラッグストアモリ串木野店 0996-24-8805 鹿児島県いちき串木野市東塩田町２３２番地１
鹿児島県 阿久根市 ドラッグストアマツモトキヨシ 阿久根店 0996-72-7250 鹿児島県阿久根市港町９７ー２



鹿児島県 阿久根市 マキオ ＡＺあくね店 0996-72-2500 鹿児島県阿久根市赤瀬川２２１０
鹿児島県 阿久根市 ドラッグイレブン 阿久根店 0996-64-6277 鹿児島県阿久根市波留５３５０
鹿児島県 姶良郡湧水町 ドラッグセイムス　湧水栗野店 0995-54-1388 鹿児島県姶良郡湧水町北方９１７－１
鹿児島県 姶良市 ドラッグストアモリ加治木店 0995-63-0581 鹿児島県姶良市加治木町反土１４６０番地１
鹿児島県 姶良市 ドラッグストアマツモトキヨシ 姶良店 0995-65-0123 鹿児島県姶良市西餅田３３２８
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 姶良市 ドラッグイレブン 姶良西餅田店 0995-66-9155 鹿児島県姶良市西餠田９０－５
鹿児島県 姶良市 ドラッグストアモリ姶良店 0995-65-8005 鹿児島県姶良市平松２９９９－４
鹿児島県 姶良市 ドラッグイレブン 姶良平松店 0995-65-9959 鹿児島県姶良市平松４７４７－２
鹿児島県 伊佐市 ドラッグストアモリ ドラッグモリ大口店 0995-22-8108 鹿児島県伊佐市大口里７０８番地
鹿児島県 伊佐市 ドラッグイレブン 大口店 0995-24-2888 鹿児島県伊佐市大口里８０１（タイヨー大口店内）
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 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 ドラッグストアモリ和光店 0997-69-4644 鹿児島県奄美市名瀬和光町１７ー１
鹿児島県 熊毛郡屋久島町 ドラッグイレブン 屋久島店 0997-49-4141 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田字中道８２６－１４６
鹿児島県 熊毛郡中種子町 ドラッグストアマツモトキヨシ 中種子店 0997-24-2100 鹿児島県熊毛郡中種子町野間５１２２ー４２
鹿児島県 熊毛郡中種子町 ドラッグイレブン 中種子店 0997-24-2779 鹿児島県熊毛郡中種子町野間５１２４－６
鹿児島県 薩摩郡さつま町 ドラッグイレブン 宮之城山崎店 0996-31-7717 鹿児島県薩摩郡さつま町山崎２１６
鹿児島県 薩摩郡さつま町 ドラッグセイムス　さつま船木店 0996-21-3630 鹿児島県薩摩郡さつま町船木２７６１－１
鹿児島県 薩摩川内市 ドラッグイレブン 隈之城店 099-621-1821 鹿児島県薩摩川内市隈之城町３８－１
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 薩摩川内市 ドラッグストアマツモトキヨシ 川内店 0996-22-7678 鹿児島薩摩川内市原田町１７ー１２
鹿児島県 志布志市 サンドラッグ 西志布志店 0994-71-1666 鹿児島県志布志市志布志町安楽１００－１

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 指宿市 ドラッグストアモリ指宿店 0993-24-2008 鹿児島県指宿市十町２３８０番地
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 鹿屋市 ドラッグストアモリ鹿屋札元店 0994-45-7312 鹿児島県鹿屋市札元１丁目６番４０号
鹿児島県 鹿屋市 ドラッグイレブン 鹿屋バイパス店 0994-41-5630 鹿児島県鹿屋市札元２－３６７５－８
鹿児島県 鹿屋市 ドラッグストアモリ鹿屋寿店 0994-42-2730 鹿児島県鹿屋市寿４丁目７２２番地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 サンドラッグ 寿店 0994-40-9222 鹿児島県鹿屋市寿７丁目４９４－１

鹿児島県 鹿屋市
マツモトキヨシドラッグ 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 鹿屋市 ドラッグストアマツモトキヨシ 鹿屋店 0994-44-5818 鹿児島県鹿屋市白崎町６５０１ー２
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 ドン・キホーテ 鹿児島宇宿店 099-213-7711 鹿児島県鹿児島市宇宿２ー２ー１８
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 ドラッグイレブン 永吉店 099-250-7013 鹿児島県鹿児島市永吉２丁目７ー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 ドラッグストアマツモトキヨシ 下荒田店 099-252-4232 鹿児島県鹿児島市下荒田４丁目１ー２２
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグイレブン 坂之上店 099-263-0833 鹿児島県鹿児島市下福元町４７１６
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 ドラッグイレブン 喜入店 0993-45-3150 鹿児島県鹿児島市喜入町６００６
鹿児島県 鹿児島市 ニシムタ吉野店 099-295-7366 鹿児島県鹿児島市吉野２丁目４０番１４号
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグイレブン 吉野中央店 099-244-5252 鹿児島県鹿児島市吉野町２０７４－１０
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグストアモリ吉野店 099-243-7588 鹿児島県鹿児島市吉野町２０８１
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグイレブン 吉野店 099-295-8185 鹿児島県鹿児島市吉野町３２１６－８
鹿児島県 鹿児島市

ドラッグイレブン ＢｅｌｌｅｚｚａＩＤＵＲ
Ｏ

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 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 ドラッグイレブン 騎射場店 099-259-9939 鹿児島県鹿児島市荒田２－６６－２０
鹿児島県 鹿児島市 ドン・キホーテ 鹿児島天文館店 099-219-4311 鹿児島県鹿児島市山之口町１２番１５ー２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 ドラッグイレブン 松元店 099-278-7260 鹿児島県鹿児島市春山町１９０８－１
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグストアマツモトキヨシ 上塩屋店 099-210-2066 鹿児島県鹿児島市小松原１ー５０ー１５
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 サンドラッグ 新栄店 099-213-5223 鹿児島県鹿児島市新栄町９番１号
鹿児島県 鹿児島市 ニシムタ スカイマーケット鴨池店 099-230-7555 鹿児島県鹿児島市真砂本町５１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 ドラッグストアマツモトキヨシ 西陵店 099-283-3360 鹿児島県鹿児島市西陵５丁目１２ー１
鹿児島県 鹿児島市 コクミンドラッグ　天文館 099-219-5932 鹿児島県鹿児島市千日町４－５ホンダビル１Ｆ
鹿児島県 鹿児島市 イオン鹿児島中央店 099-206-4711 鹿児島県鹿児島市中央町１０
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 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 サンドラッグ 天文館中町店２Ｆ 099-216-6062 鹿児島県鹿児島市中町５ー６２階
鹿児島県 鹿児島市 ポニー化粧品店 099-226-3048 鹿児島県鹿児島市中町５番１５号

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 サンドラッグ　天文館本通り店２Ｆ 099-219-8022 鹿児島県鹿児島市東千石町１５ー３　２Ｆ
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグストアマツモトキヨシ 東谷山店 099-260-6708 鹿児島県鹿児島市東谷山３丁目３０ー２６

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 ニシムタ与次郎店 食鮮館 099-250-2500 鹿児島県鹿児島市与次郎１ー１０ー１
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグストアマツモトキヨシ 坂之上店 099-261-2533 鹿児島鹿児島市光山２ー２ー２６
鹿児島県 出水市 ドラッグストアモリ出水店 0996-79-4416 鹿児島県出水市中央町１４６９
鹿児島県 出水市 ドラッグストアモリ出水中央町店 0996-63-2708 鹿児島県出水市中央町６６－２
鹿児島県 出水市 ドラッグストアマツモトキヨシ 出水コープ店 0996-63-4660 鹿児島出水市上知識町８７１
鹿児島県 垂水市 ドラッグイレブン 垂水店 0994-32-2310 鹿児島県垂水市上町１０３
鹿児島県 垂水市 ドラッグストアモリ垂水店 0994-32-0330 鹿児島県垂水市潮彩町２丁目１－５
鹿児島県 西之表市 ドラッグストアマツモトキヨシ 西之表店 0997-23-5515 鹿児島県西之表市鴨女町２０９ー９
鹿児島県 西之表市 ドラッグストアモリ西之表店 0997-23-3266 鹿児島県西之表市西之表松原口１６３８８番地１
鹿児島県 曽於市 ドラッグイレブン 末吉店 0986-76-2696 鹿児島県曽於市末吉町二之方６０３３－１
鹿児島県 大島郡徳之島町 ドラッグストアモリ亀津店 0997-82-0303 鹿児島県大島郡徳之島町亀津４９２７
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
鹿児島県 大島郡龍郷町 ドラッグストアモリ龍郷店 0997-57-1616 鹿児島県大島郡龍郷町中勝９７８ー１
鹿児島県 大島郡和泊町 ドラッグストアマツモトキヨシ 和泊店 0997-81-4110 鹿児島県大島郡和泊町大字玉城１７５２ー１
鹿児島県 大島郡和泊町 ドラッグストアモリ和泊店 0997-84-3316 鹿児島県大島郡和泊町和泊１４８



鹿児島県 南さつま市 ドラッグイレブン 加世田店 0993-58-2310 鹿児島県南さつま市加世田地頭所６２６－２
鹿児島県 南九州市 マキオ ＡＺかわなべ店 0993-58-3200 鹿児島県南九州市川辺町永田１５５１
鹿児島県 南九州市 ドラッグイレブン 知覧店 0993-58-7707 鹿児島県南九州市知覧町郡５１７４－３
鹿児島県 日置市 ドラッグイレブン 伊集院店 099-272-2855 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉９８
鹿児島県 日置市 ドラッグストアモリ伊集院店 099-272-1065 鹿児島県日置市伊集院町徳重６０－２
鹿児島県 日置市 ドラッグストアマツモトキヨシ 湯之元店 099-274-5838 鹿児島県日置市東市来町湯田２７５８
鹿児島県 枕崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 枕崎店 0993-72-7818 鹿児島県枕崎市桜木町４１８
鹿児島県 枕崎市 ドラッグイレブン 枕崎店 0993-73-2999 鹿児島県枕崎市平田町汐入１５６０－２２

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 ドラッグイレブン 国分北店 0995-47-7381 鹿児島県霧島市国分新町８２０－１
鹿児島県 霧島市 サンドラッグ 国分店 0995-49-6011 鹿児島県霧島市国分中央１ー２７ー７
鹿児島県 霧島市 ドラッグストアモリ国分福島店 0995-47-1120 鹿児島県霧島市国分福島１５２８番地１
鹿児島県 霧島市 ドラッグイレブン 新国分店 0995-48-5797 鹿児島県霧島市国分福島３－５－１０
鹿児島県 霧島市 イオン隼人国分店 0995-43-8100 鹿児島県霧島市隼人町見次１２２９
鹿児島県 霧島市 ＭＥＧＡ　ドン・キホーテ 霧島隼人店 0995-44-8111 鹿児島県霧島市隼人町字見次４６８ー４
鹿児島県 霧島市 マキオ ＡＺはやと店 0995-56-5200 鹿児島県霧島市隼人町真孝３６７７番地
鹿児島県 霧島市 ドラッグストアマツモトキヨシ 日当山店 0995-42-2791 鹿児島県霧島市隼人町内１３５７ー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

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 うるま市 ＭＥＧＡドン・キホーテ うるま店 098-982-6911 沖縄県うるま市塩屋浜原５０２ー１
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 ドラッグストアモリ具志川店 098-923-3578 沖縄県うるま市字前原３７１番１
沖縄県 うるま市 ドラッグストアモリ与勝店 098-989-3656 沖縄県うるま市勝連南風原５０９９ー４
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 ドラッグストアモリ石川店 098-989-5800 沖縄県うるま市石川１丁目４１番１号
沖縄県 うるま市 サンエー 石川ショッピングタウン 098-964-5000 沖縄県うるま市石川赤崎２ー１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 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 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 ドラッグストアモリ経塚店 098-988-1580 沖縄県浦添市字経塚５９１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 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 沖縄市
マツモトキヨシ Ｄ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 知花店 098-921-4577 沖縄県沖縄市松本５－２－１８
沖縄県 沖縄市 ドラッグストアモリ美里店 098-937-0303 沖縄県沖縄市美原１丁目１番７号
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 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 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 宜野湾市
ドン・キホーテ ＭＥＧＡドン・キホーテ宜野
湾店

098-942-9911 沖縄県宜野湾市大山７ー７ー１２

沖縄県 宮古島市 ドン・キホーテ ドン・キホーテ宮古島店 0980-75-3011 沖縄県宮古島市平良西里１２８３
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 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 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 国頭郡本部町 ドラッグイレブン もとぶ店 0980-47-7511 沖縄県国頭郡本部町大浜８５１ー１
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 サンエーしおざきシティ店 098-840-3333 沖縄県糸満市潮崎町２丁目２番地
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 石垣市 ドラッグストアモリ石垣店 0980-83-0606 沖縄県石垣市真栄里２８９番１
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 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 中頭郡中城村 ドラッグストアモリ中城店 098-895-2008 沖縄県中頭郡中城村字南上原８１１番地５６街区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 中頭郡読谷村 薬マツモトキヨシ 大湾シティ店 098-956-3255 沖縄県中頭郡読谷村大湾３４３番地

沖縄県 中頭郡北谷町 ラオックス 沖縄アメリカンビレッジ店 098-923-0127
沖縄県中頭郡北谷町字美浜１５ー６７アメリカンビ
レッジグルメ館１階

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 ドラッグイレブン 美浜店 098-921-7400 沖縄県中頭郡北谷町美浜１－３－７
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 サツドラ 沖縄北谷アメリカンビレッジ店 098-926-1885
沖縄県中頭郡北谷町美浜９ー１７ａｔ’ｓ　ｃｈａｔ
ａｎ　１階

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 ドラッグストアモリ北谷店 098-936-8590 沖縄県中頭郡北谷町北谷１丁目２番６号

沖縄県 中頭郡北中城村
コジマビックカメラ イオンモール沖縄ライカ
ム店

098-931-9303
沖縄県中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事業区域４
街区３０４９イオンモール沖縄ライカム

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 島尻郡久米島町 ドラッグストアモリ比嘉店 098-996-5368 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉９５番地の１
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 島尻郡八重瀬町 ドラッグストアモリ八重瀬店 098-840-7123 沖縄県島尻郡八重瀬町伊覇３１５番地
沖縄県 島尻郡八重瀬町 ドラッグイレブン 八重瀬店 098-998-1160 沖縄県島尻郡八重瀬町伊覇６０ー８
沖縄県 島尻郡与那原町 ヴァインドラッグあがり浜店 098-987-5534 沖縄県島尻郡与那原町東浜６８番１－２
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 セガミメディクス ドラッグセガミ新都心店 098-860-5117 沖縄県那覇市おもろまち３丁目３番１号
沖縄県 那覇市 サンエー那覇メインプレイス店 098-951-3300 沖縄県那覇市おもろまち４ー４ー９
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 ドラッグストアマツモトキヨシ 久米店 098-860-4411 沖縄県那覇市久米２丁目１６番４６号
沖縄県 那覇市 サツドラ 沖縄国際通り店 098-860-1331 沖縄県那覇市久茂地３丁目３番４
沖縄県 那覇市 薬マツモトキヨシ きょうはら店 098-857-3328 沖縄県那覇市鏡原町３５ー２４
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 ミドリ薬品 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 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 奥武山店 098-852-1104 沖縄県那覇市小禄４１４番地
沖縄県 那覇市 ふく薬品　まつやま店 098-869-3652 沖縄県那覇市松山１－３４－３
沖縄県 那覇市 ドン・キホーテ ドン・キホーテ国際通り店 098-951-2311 沖縄県那覇市松尾２ー８ー１９
沖縄県 那覇市 ドラッグイレブン 一日橋店 098-833-6000 沖縄県那覇市上間２７８－１
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 ココカラファイン国際通り店 098-880-6643 沖縄県那覇市牧志１丁目２番１号花ビル１階
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 ココカラファイン Ｎａｈａ平和通り店 098-860-9992 沖縄県那覇市牧志３丁目２番５６号
沖縄県 那覇市 ドラッグイレブン アクロスプラザ古島駅前店 098-860-1170 沖縄県那覇市銘苅１丁目１９番１号
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 大賀薬局 グリーンドラッグ与儀店 098-836-0338 沖縄県那覇市与儀２７４
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 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 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 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 名護市
ドン・キホーテ ＭＥＧＡドン・キホーテ名護
店

0980-45-0411 沖縄県名護市大北５丁目２４番１１号

沖縄県 名護市 ドラッグストアモリ名護東江店 0980-52-3050 沖縄県名護市東江４丁目１番３号
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

（以上）


