
都道府県 市区町村 店名 電話番号 住所

埼玉県 さいたま市浦和区 スギ薬局 浦和元町店 048-871-1225 埼玉県さいたま市浦和区元町２ー２３ー２７
埼玉県 さいたま市浦和区 薬マツモトキヨシ 浦和高砂店 048-833-3766 埼玉県さいたま市浦和区高砂２ー９ー１
埼玉県 さいたま市浦和区 薬マツモトキヨシ ビバモールさいたま新都心店 048-815-8060 埼玉県さいたま市浦和区上木崎１丁目１３番１号
埼玉県 さいたま市浦和区 ドラッグストアマツモトキヨシ 浦和木崎店 048-815-5000 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２ー１４ー２３
埼玉県 さいたま市浦和区 スギ薬局 浦和上木崎店 048-814-2700 埼玉県さいたま市浦和区上木崎４ー９ー１５
埼玉県 さいたま市浦和区 イオン北浦和店 0488-22-3921 埼玉県さいたま市浦和区常盤町１０ー２０ー２９

埼玉県 さいたま市浦和区 サンドラッグ プラム浦和店 048-825-8631 埼玉県さいたま市浦和区仲町１ー１ー６浦和平和ビル１Ｆ

埼玉県 さいたま市浦和区 サンドラッグ浦和店 048-825-2585 埼玉県さいたま市浦和区仲町１ー７ー１　イトーヨーカ堂１Ｆ

埼玉県 さいたま市浦和区 ココカラファイン 浦和パルコ店 048-611-8132 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町１１ー１浦和パルコＢー１

埼玉県 さいたま市浦和区 ウエルシア　　浦和木崎店 048-811-1190 埼玉県さいたま市浦和区木崎１ー７ー２７
埼玉県 さいたま市岩槻区 サンドラッグ岩槻店 048-790-0370 埼玉県さいたま市岩槻区宮町１丁目３番７号
埼玉県 さいたま市岩槻区 サンドラッグ東岩槻店 048-795-3777 埼玉県さいたま市岩槻区諏訪５ー１ー５

埼玉県 さいたま市岩槻区 スギ薬局 岩槻西町店 048-749-2511
埼玉県さいたま市岩槻区西町２ー５ー１ヤオコー岩槻西町店内
１Ｆ

埼玉県 さいたま市岩槻区 ウエルシア 岩槻西町店 048-749-8530 埼玉県さいたま市岩槻区西町５丁目５９４５
埼玉県 さいたま市岩槻区 ドラッグストアセキ 岩槻太田店 048-749-8220 埼玉県さいたま市岩槻区太田２ー１ー１７

埼玉県 さいたま市岩槻区 ドラッグストアマツモトキヨシ ウニクス浦和美園店 048-791-1010 埼玉県さいたま市岩槻区美園東２丁目１７番１３号

埼玉県 さいたま市岩槻区 ドラッグストアセキ 岩槻本宿店 048-790-0320 埼玉県さいたま市岩槻区本宿１２８－３

埼玉県 さいたま市岩槻区 スギ薬局 岩槻駅東口店 048-749-2055
埼玉県さいたま市岩槻区本町３丁目２番５号岩槻ＷＡＴＳＵ東
館１Ｆ

埼玉県 さいたま市見沼区 ウエルシアさいたま深作店 048-682-6001 埼玉県さいたま市見沼区春岡１－１６－１
埼玉県 さいたま市見沼区 サンドラッグ蓮沼店 048-685-7250 埼玉県さいたま市見沼区大字蓮沼５９４ー１
埼玉県 さいたま市見沼区 カワチ薬品　中川店 048-688-4301 埼玉県さいたま市見沼区中川７４７ー１

埼玉県 さいたま市見沼区 ドラッグストアマツモトキヨシ ハレノテラス東大宮店 048-680-1500 埼玉県さいたま市見沼区島町３９３番地

埼玉県 さいたま市見沼区 ドラッグセイムス　東大宮西口店 048-662-4050 埼玉県さいたま市見沼区東大宮２ー３５ー１
埼玉県 さいたま市見沼区 スギドラッグ 大宮堀崎店 048-878-8371 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町５４８番地１
埼玉県 さいたま市桜区 サンドラッグ浦和西堀店 048-710-6722 埼玉県さいたま市桜区西堀５丁目３番１８号
埼玉県 さいたま市桜区 サンドラッグ浦和大久保店 048-851-6884 埼玉県さいたま市桜区大久保領家１２４ー３
埼玉県 さいたま市桜区 ドラッグセイムス　西浦和店 048-838-9567 埼玉県さいたま市桜区田島５ー２３ー４
埼玉県 さいたま市桜区 ダイエー 西浦和店 0488-61-2211 埼玉県さいたま市桜区田島６６８ー１
埼玉県 さいたま市桜区 ドラッグセイムス　道場店 048-853-5370 埼玉県さいたま市桜区道場２ー８ー１８

【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す。 



埼玉県 さいたま市西区 ウエルシアさいたま佐知川店 048-620-5533 埼玉県さいたま市西区佐知川２０番地４
埼玉県 さいたま市西区 ドラッグセイムス　大宮西店 048-623-8651 埼玉県さいたま市西区三橋６ー１７３７ー４
埼玉県 さいたま市西区 イオン大宮西店 048-620-1511 埼玉県さいたま市西区三橋６ー６０７ー１３
埼玉県 さいたま市西区 トウブドラッグ指扇店 048-622-0282 埼玉県さいたま市西区指扇領別所３５２ー６
埼玉県 さいたま市西区 ドラッグスギ 土屋店 048-626-2351 埼玉県さいたま市西区土屋１２ー２
埼玉県 さいたま市大宮区 ドラッグセイムス　吉敷店 048-648-8287 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町３ー２０８
埼玉県 さいたま市大宮区 イトーヨーカドー 新大宮店 048-641-7111 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４ー２６３ー１
埼玉県 さいたま市大宮区 ヨドバシカメラ さいたま新都心駅前店 048-645-1010 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４丁目２６３ー６
埼玉県 さいたま市大宮区 薬マツモトキヨシ コクーンシティ店 048-600-3666 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４丁目２６７ー２
埼玉県 さいたま市大宮区 サンドラッグ プラム大宮店 048-648-7301 埼玉県さいたま市大宮区宮町１ー２ー２
埼玉県 さいたま市大宮区 ドン・キホーテ 大宮東口店 048-658-8211 埼玉県さいたま市大宮区宮町１ー６０
埼玉県 さいたま市大宮区 東京ドーム　ショップイン ルミネ大宮店 048-631-0226 埼玉県さいたま市大宮区錦町６３０番地ルミネ１ー６Ｆ

埼玉県 さいたま市大宮区 ＠ｃｏｓｍｅ　ｓｔｏｒｅ ルミネ大宮店 048-650-6827 埼玉県さいたま市大宮区錦町６３０番地ルミネ２３階フロア

埼玉県 さいたま市大宮区 トモズ大宮店 048-871-7201 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１ー１ー１０

埼玉県 さいたま市大宮区 ビックカメラ大宮西口そごう店 048-647-1111 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１ー８ー４そごうパーキング館

埼玉県 さいたま市大宮区 ウエルシア ダイエー大宮店 048-657-6200 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２ー３
埼玉県 さいたま市大宮区 アインズ＆トルペ 大宮マルイ店 048-778-8262 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２ー３丸井大宮店２階
埼玉県 さいたま市大宮区 サンドラッグ 上小町店 048-658-6480 埼玉県さいたま市大宮区上小町６０
埼玉県 さいたま市大宮区 ドラッグストアセキ 大成町店 048-661-7000 埼玉県さいたま市大宮区大成町３丁目３９４番３号
埼玉県 さいたま市大宮区 マツモトキヨシ マツモトキヨシ大宮店 048-643-6911 埼玉県さいたま市大宮区大門町１ー９２ー３
埼玉県 さいたま市大宮区 薬マツモトキヨシ 大宮駅前通り店 048-657-3005 埼玉県さいたま市大宮区大門町１丁目２０番地
埼玉県 さいたま市大宮区 ドン・キホーテ 大宮南銀店 048-658-7311 埼玉県さいたま市大宮区仲町１丁目１－１
埼玉県 さいたま市中央区 ドラッグストアマツモトキヨシ 北与野駅前店 048-840-1622 埼玉県さいたま市中央区上落合２丁目１０番地２７号
埼玉県 さいたま市中央区 ドラッグスギ 大戸中通り店 048-834-3915 埼玉県さいたま市中央区新中里１ー３ー１４

埼玉県 さいたま市中央区 ウエルシア さいたま新都心けやきひろば店 048-600-0560
埼玉県さいたま市中央区新都心１０番けやきひろば１階０１４
区間

埼玉県 さいたま市中央区 ドン・キホーテ 与野店 048-859-8111 埼玉県さいたま市中央区八王子１ー７ー２６
埼玉県 さいたま市中央区 イオン与野店 048-856-7100 埼玉県さいたま市中央区本町西５ー２ー９
埼玉県 さいたま市中央区 ウエルシアさいたま与野店 048-851-4507 埼玉県さいたま市中央区本町東６ー１４ー１４
埼玉県 さいたま市中央区 ドラッグセイムス　与野鈴谷店 048-859-7125 埼玉県さいたま市中央区鈴谷４－５－１５
埼玉県 さいたま市南区 ドラッグスギ 南浦和店 048-813-6965 埼玉県さいたま市南区浦和３ー３５ー４
埼玉県 さいたま市南区 ウエルシア　中浦和店 048-710-5501 埼玉県さいたま市南区鹿手袋２
埼玉県 さいたま市南区 ドラッグセイムス　武蔵浦和店 048-844-3105 埼玉県さいたま市南区鹿手袋６ー１５ー３１
埼玉県 さいたま市南区 ウエルシア武蔵浦和店 048-872-8170 埼玉県さいたま市南区沼影１－１３－１
埼玉県 さいたま市南区 ドラッグストアマツモトキヨシ 浦和大谷口店 048-883-5535 埼玉県さいたま市南区大谷口１２７４ー２
埼玉県 さいたま市南区 ドラッグセイムス　南浦和店 048-813-5111 埼玉県さいたま市南区南浦和３ー８ー２２

埼玉県 さいたま市南区 ココカラファインまるひろ南浦和店 048-844-8577 埼玉県さいたま市南区南本町１ー７ー４まるひろ南浦和店２Ｆ

埼玉県 さいたま市南区 サンドラッグ武蔵浦和店 048-838-5791 埼玉県さいたま市南区白幡５ー１９ー１９
埼玉県 さいたま市南区 ドラッグスギ 白幡店 048-839-2585 埼玉県さいたま市南区白幡６ー１３ー８
埼玉県 さいたま市南区 薬マツモトキヨシ ビーンズ武蔵浦和店 048-865-5977 埼玉県さいたま市南区別所７ー１２ー１
埼玉県 さいたま市北区 イトーヨーカドー 大宮宮原店 048-654-3111 埼玉県さいたま市北区宮原町１－８５４－１
埼玉県 さいたま市北区 薬マツモトキヨシ ステラタウン店 048-653-3332 埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目８５４番地１
埼玉県 さいたま市北区 ウエルシア　一本堂　宮原店 048-654-5200 埼玉県さいたま市北区宮原町３－３７２
埼玉県 さいたま市北区 ウエルシア さいたま宮原４丁目店 048-661-5601 埼玉県さいたま市北区宮原町４ー９ー１



埼玉県 さいたま市北区 イオン大宮店 048-665-3101 埼玉県さいたま市北区櫛引町２ー５７４ー１
埼玉県 さいたま市北区 ドン・キホーテ 大宮店 048-668-6511 埼玉県さいたま市北区東大成町２ー６８５

埼玉県 さいたま市北区 スギ薬局 日進店 048-669-1355
埼玉県さいたま市北区日進町１９１６番８ヨークマート日進店
２階

埼玉県 さいたま市北区 サンドラッグ大宮日進店 048-661-9222 埼玉県さいたま市北区日進町２ー１０５９ー１

埼玉県 さいたま市北区 ドラッグストアマツモトキヨシ さいたま本郷町店 048-661-0576 埼玉県さいたま市北区本郷町８６２

埼玉県 さいたま市緑区 ドン・キホーテ浦和原山店 048-885-3810 埼玉県さいたま市緑区原山４－３－３
埼玉県 さいたま市緑区 ドラッグセイムス　浦和芝原店 048-810-5778 埼玉県さいたま市緑区芝原３ー４ー９
埼玉県 さいたま市緑区 ドラッグセイムス　浦和三室店 048-876-1011 埼玉県さいたま市緑区松木２ー１ー１１
埼玉県 さいたま市緑区 ドラッグストアマツモトキヨシ 浦和大間木店 048-810-6611 埼玉県さいたま市緑区大間木５１８ー１
埼玉県 さいたま市緑区 イオン浦和美園店 048-812-6464 埼玉県さいたま市緑区大字大門３７１０
埼玉県 さいたま市緑区 サンドラッグ浦和花月店 048-810-4861 埼玉県さいたま市緑区中尾２６０ー１
埼玉県 さいたま市緑区 ドラッグセイムス　東浦和店 048-810-5185 埼玉県さいたま市緑区東浦和１ー４ー１６
埼玉県 さいたま市緑区 ドラッグスギ 浦和大牧店 048-876-3374 埼玉県さいたま市緑区東浦和３ー１５ー３

埼玉県 ふじみ野市 ドラッグセガミ ふじみ野店 049-256-6003
埼玉県ふじみ野市うれし野２ー１０ー８７　ショッピングセン
ターソヨカふじみ野Ｃー１０２

埼玉県 ふじみ野市 イオン大井店 049-269-4112 埼玉県ふじみ野市ふじみ野１ー２ー１
埼玉県 ふじみ野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 大井町店 0492-61-9301 埼玉県ふじみ野市ふじみ野２ー１３ー１
埼玉県 ふじみ野市 スギ薬局 駒林店 049-256-6401 埼玉県ふじみ野市駒林３６０
埼玉県 ふじみ野市 ドラッグセイムス　上福岡西店 049-256-8885 埼玉県ふじみ野市西１丁目１５ー４

埼玉県 ふじみ野市 ドラッグストアマツモトキヨシ ピアシティふじみ野店 049-256-8585 埼玉県ふじみ野市西鶴ヶ岡２丁目３番１号

埼玉県 ふじみ野市 ウエルシア大井町中央店 049-278-2731 埼玉県ふじみ野市大井中央１ー１６ー１
埼玉県 ふじみ野市 サンドラッグ上福岡大原店 049-263-0211 埼玉県ふじみ野市大原１ー１ー５
埼玉県 ふじみ野市 イトーヨーカドー 上福岡東店 0492-69-2111 埼玉県ふじみ野市大原２－１－３０
埼玉県 羽生市 ドラッグセイムス　羽生店 0485-61-7549 埼玉県羽生市西４ー１６ー８
埼玉県 羽生市 ウエルシアイオンモール羽生店 048-560-2189 埼玉県羽生市川崎２－２８１－３イオンモール羽生１Ｆ
埼玉県 羽生市 イオン羽生店 048-562-5627 埼玉県羽生市川崎２丁目２８１ー３
埼玉県 羽生市 サンドラッグ羽生店 0485-62-0737 埼玉県羽生市中央５ー４ー３６

埼玉県 越谷市 ドラッグストアマツモトキヨシ 越谷レイクタウン店 048-961-1215 埼玉県越谷市レイクタウン７丁目２番８号

埼玉県 越谷市 ドラッグストアセキ 蒲生店 048-990-3400 埼玉県越谷市蒲生４丁目１０番１５号
埼玉県 越谷市 ドラッグストアマツモトキヨシ 蒲生茜町店 0489-85-0900 埼玉県越谷市蒲生茜町２１ー１１
埼玉県 越谷市 トウブドラッグ東蒲生店 048-986-3115 埼玉県越谷市蒲生旭町９ー６
埼玉県 越谷市 クリエイトＳ・Ｄ 越谷七左町店 048-969-7550 埼玉県越谷市七左町２－１１１
埼玉県 越谷市 ドラッグストアマツモトキヨシ 南越谷七左町店 048-986-6721 埼玉県越谷市七左町２ー２３ー１
埼玉県 越谷市 ドラッグセイムス　せんげん台薬局 048-973-0221 埼玉県越谷市千間台西１－９－７
埼玉県 越谷市 イオンせんげん台店 0489-78-8121 埼玉県越谷市千間台西３ー２ー１
埼玉県 越谷市 ドラッグストアセキ 千間台店 048-979-4004 埼玉県越谷市千間台東３ー２８ー７
埼玉県 越谷市 ドラッグストアスマイル　せんげん台店 048-970-3155 埼玉県越谷市千間台東町１ー１０ー１
埼玉県 越谷市 ドラッグストアマツモトキヨシ 越谷西方店 048-961-7330 埼玉県越谷市大字西方３０３２番地１号
埼玉県 越谷市 薬マツモトキヨシ 大袋駅西口店 048-970-8206 埼玉県越谷市大字袋山１４２４ー１
埼玉県 越谷市 ドラッグセイムス　越谷大沢店 048-973-6651 埼玉県越谷市大沢４ー５ー２５
埼玉県 越谷市 ドン・キホーテ 越谷店 048-969-5811 埼玉県越谷市谷中町２ー５５ー２
埼玉県 越谷市 ウエルシア　越谷登戸店 048-990-3328 埼玉県越谷市登戸町３２ー３０
埼玉県 越谷市 ドラッグストアセキ 東越谷店 048-966-5644 埼玉県越谷市東越谷１０ー４８ー１



埼玉県 越谷市 サンドラッグ北越谷店 0489-79-6971 埼玉県越谷市東大沢１ー５ー５５
埼玉県 越谷市 イオンレイクタウン店 048-930-7000 埼玉県越谷市東町２丁目８番地
埼玉県 越谷市 薬マツモトキヨシ 越谷レイクタウン駅店 048-990-7377 埼玉県越谷市東町４丁目２８番３号
埼玉県 越谷市 薬マツモトキヨシ 新越谷ヴァリエ店 048-990-5041 埼玉県越谷市南越谷１ー１１ー４新越谷ヴァリエ１階
埼玉県 越谷市 サンドラッグ南越谷店 048-990-7266 埼玉県越谷市南越谷１ー１２ー１１
埼玉県 越谷市  イオン南越谷店 0489-85-6461 埼玉県越谷市南越谷１ー２８７６ー１
埼玉県 越谷市 ドラッグストアマツモトキヨシ 越谷店 0489-67-1566 埼玉県越谷市弥生町２ー８
埼玉県 越谷市 トウブドラッグ越谷店 0489-63-8140 埼玉県越谷市弥生町４ー４４越谷駅ファイン越谷店

埼玉県 桶川市 スギドラッグ ベニバナウォーク桶川店 048-729-6681
桶川市都市計画事業下日出谷東特定土地区画整理事業地内４２
街区１画地ベニバナウォーク桶川２

埼玉県 桶川市 ドラッグスギ 下日出谷店 048-789-3857 埼玉県桶川市下日出谷４６５
埼玉県 桶川市 ドラッグセイムス　加納店 048-729-0677 埼玉県桶川市坂田字宮前６７２ー１
埼玉県 桶川市 クリエイトＳ・Ｄ おけがわマイン店 048-789-4860 埼玉県桶川市若宮１ー５ー２おけがわマイン２Ｆ
埼玉県 加須市 カワチ薬品　加須店 0480-65-6111 埼玉県加須市下高柳１ー３
埼玉県 加須市 スギドラッグ 加須店 0480-53-7591 埼玉県加須市川口１ー７ー６
埼玉県 加須市 ドラッグストアセキ 加須店 0480-62-8068 埼玉県加須市大字上三俣６６４
埼玉県 加須市 ドラッグセイムス　加須東栄店 0480-63-2861 埼玉県加須市東栄２ー４ー２８
埼玉県 加須市 ドラッグストアセキ 北下新井店 0480-72-6600 埼玉県加須市北下新井７１番地
埼玉県 吉川市 ウエルシア　吉川栄店 048-984-4371 埼玉県吉川市栄町８４５ー１
埼玉県 吉川市 ドラッグストアセキ 吉川店 048-982-5963 埼玉県吉川市栄町８９６
埼玉県 吉川市  イオン吉川美南店 048-984-0701 埼玉県吉川市美南三丁目２３番地１
埼玉県 吉川市 ドラッグストアマツモトキヨシ 吉川駅前通り店 048-984-1278 埼玉県吉川市保１丁目２７番６号
埼玉県 久喜市 カワチ薬品　久喜店 0480-21-3738 埼玉県久喜市久喜中央１丁目１５－５８
埼玉県 久喜市 イトーヨーカドー 鷲宮店 0480-58-5325 埼玉県久喜市久本寺谷田７番地１
埼玉県 久喜市 クスリのアオキ 栗橋中央店 0480-31-8066 埼玉県久喜市栗橋中央１丁目５番１３号
埼玉県 久喜市 ドラッグストアセキ 栗橋北店 0480-55-1500 埼玉県久喜市栗橋町北２ー２ー２８
埼玉県 久喜市 ドラッグストアセキ ベスタ東鷲宮店 0480-57-0080 埼玉県久喜市桜田２ー６ー１
埼玉県 久喜市 ウエルシア菖蒲店 0480-87-2007 埼玉県久喜市菖蒲町三箇５２９
埼玉県 久喜市 イトーヨーカ堂　オムニセブン久喜センター店 0480-87-0722 埼玉県久喜市菖蒲町三箇字餝面６２０１ー１
埼玉県 久喜市 薬マツモトキヨシ モラージュ菖蒲店 0480-87-3339 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００５番地１

埼玉県 久喜市 Ｒ．Ｏ．Ｕ． モラージュ菖蒲店 0480-31-6633
埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００５番地１　モラージュ菖蒲３階
ＲＯＵモラージュ菖蒲店

埼玉県 久喜市 カワチ薬品　菖蒲店 0480-85-7900 埼玉県久喜市菖蒲町大字菖蒲字寺田４９００
埼玉県 久喜市 ドラッグストアセキ 久喜青毛店 0480-26-5100 埼玉県久喜市青毛１丁目６番２１号
埼玉県 久喜市 薬マツモトキヨシ 東武久喜駅店 0480-29-3001 埼玉県久喜市中央２ー１ー１
埼玉県 久喜市 イトーヨーカドー 久喜店 0480-22-5311 埼玉県久喜市中央４ー９ー１１
埼玉県 久喜市 ドラッグセイムス　久喜本町店 0480-29-1865 埼玉県久喜市本町１ー１ー１６
埼玉県 久喜市  イオン東鷲宮店 0480-58-4147 埼玉県久喜市鷲宮町桜田３ー２ー１
埼玉県 狭山市 ドラッグストアセキ 狭山市店 04-2950-1200 埼玉県狭山市祇園２６番３５号
埼玉県 狭山市 薬マツモトキヨシ エミオ狭山市店 04-2999-5001 埼玉県狭山市祇園４ー５５
埼玉県 狭山市 ウエルシア 狭山台店 04-2999-5520 埼玉県狭山市狭山台１丁目１３番地の４
埼玉県 狭山市 セイジョー狭山台店 042-956-5185 埼玉県狭山市狭山台４ー２３ー１
埼玉県 狭山市 スギ薬局 狭山店 04-2954-7125 埼玉県狭山市広瀬東２丁目４１ー１ヤオコー狭山店２階
埼玉県 狭山市 イオン狭山店 04-2969-7700 埼玉県狭山市上奥富１１２６－１
埼玉県 狭山市 サンドラッグ狭山店 042-950-7255 埼玉県狭山市中央４ー１６ー１６
埼玉県 狭山市 ウエルシア狭山東三ツ木薬局 042-969-6676 埼玉県狭山市東三ツ木１９７ー１



埼玉県 狭山市 ドラッグストアマツモトキヨシ ベスタ狭山店 04-2958-0301 埼玉県狭山市入間川１０２５
埼玉県 狭山市 イオン武蔵狭山店 0429-53-1141 埼玉県狭山市入間川３ー３１ー５
埼玉県 狭山市 スギ薬局 北入曽店 04-2950-5850 埼玉県狭山市北入曽７２０ー１
埼玉県 熊谷市 ドラッグストアセキ 熊谷円光店 048-599-1900 埼玉県熊谷市円光１－１４－７
埼玉県 熊谷市 ドラッグストアマツモトキヨシ 熊谷銀座店 048-501-0355 埼玉県熊谷市銀座２丁目２２６番地
埼玉県 熊谷市 ドラッグストアセキ 熊谷銀座店 048-520-2760 埼玉県熊谷市銀座５ー２ー２６
埼玉県 熊谷市 クスリのアオキ 熊谷銀座店 048-594-8805 埼玉県熊谷市銀座五丁目９番１号
埼玉県 熊谷市 ドラッグストアマツモトキヨシ 熊谷広瀬店 048-527-8827 埼玉県熊谷市広瀬１３２
埼玉県 熊谷市 スギドラッグ 熊谷新島店 048-594-9702 埼玉県熊谷市新島２５２番地１
埼玉県 熊谷市 ドラッグストアマツモトキヨシ 籠原南店 048-532-6566 埼玉県熊谷市新堀新田６７３
埼玉県 熊谷市 カワチ薬品 江南店 048-539-0070 埼玉県熊谷市成沢１１４３ー１
埼玉県 熊谷市 サンドラッグ籠原店 048-532-7037 埼玉県熊谷市大字拾六間７０６ー１
埼玉県 熊谷市 薬マツモトキヨシ 熊谷駅ビル店 0485-22-4551 埼玉県熊谷市筑波２ー１１５

埼玉県 熊谷市 スギドラッグ 熊谷箱田店 048-501-8461 埼玉県熊谷市箱田１丁目１４番１号ヤオコー熊谷箱田店２階

埼玉県 熊谷市 ウエルシア　熊谷箱田店 048-529-2066 埼玉県熊谷市箱田７ー１６１ー１０
埼玉県 熊谷市 ウエルシア　熊谷籠原薬局 0485-30-3321 埼玉県熊谷市別府１ー４６
埼玉県 熊谷市 イオン熊谷店 048-529-3131 埼玉県熊谷市本石２ー１３５
埼玉県 熊谷市 ドラッグストアマツモトキヨシ イール妻沼店 048-589-0868 埼玉県熊谷市弥藤吾字下田道上１１２０ー１
埼玉県 熊谷市 クスリのアオキ 籠原南店 048-501-7526 埼玉県熊谷市籠原南一丁目１８４番地２
埼玉県 戸田市 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ 戸田店 048-444-7671 埼玉県戸田市下戸田２丁目２６番１２号
埼玉県 戸田市 スギ薬局 戸田下前店 048-420-7510 埼玉県戸田市下前２ー１ー１２ヨークマート内
埼玉県 戸田市 スギドラッグ 戸田喜沢店 048-446-6581 埼玉県戸田市喜沢１丁目２４番地２４
埼玉県 戸田市 ドラッグスギ 戸田笹目店 048-422-8912 埼玉県戸田市笹目６ー３ー８
埼玉県 戸田市 サンドラッグ戸田新曽店 048-431-4777 埼玉県戸田市大字新曽１８１ー２３
埼玉県 戸田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 戸田駅西口店 048-430-0271 埼玉県戸田市大字新曽字柳原７９６
埼玉県 戸田市 イオン北戸田店 048-421-4855 埼玉県戸田市美女木東１ー３ー１
埼玉県 戸田市 ドラッグストアセキ 戸田公園店 048-447-6580 埼玉県戸田市本町４ー１３ー５

埼玉県 戸田市 薬マツモトキヨシ ビーンズ戸田公園店 048-434-5211
埼玉県戸田市本町４丁目１５番１号戸田ショッピングセンター
２階

埼玉県 幸手市 ドラッグセイムス　幸手店 0480-44-3041 埼玉県幸手市幸手１５４ー１
埼玉県 幸手市 カワチ薬品　幸手店 048-043-3462 埼玉県幸手市上高野１４１３
埼玉県 幸手市 サンドラッグ幸手店 0480-40-1027 埼玉県幸手市天神島１丁目１ー４
埼玉県 幸手市 ドラッグストアセキ 幸手店 0480-43-8658 埼玉県幸手市東２ー１９ー２２
埼玉県 幸手市 ウエルシア幸手東店 0480-40-3672 埼玉県幸手市東４丁目８ー２
埼玉県 幸手市 クスリのアオキ 幸手北店 0480-38-6831 埼玉県幸手市北１丁目１番３５号
埼玉県 幸手市 ドラッグストアマツモトキヨシ 幸手北店 0480-42-8773 埼玉県幸手市北２丁目５ー２１
埼玉県 行田市 サンドラッグ行田店 048-564-0151 埼玉県行田市旭町２３０ー１
埼玉県 行田市 ウエルシア行田佐間薬局 048-564-2151 埼玉県行田市佐間１ー５ー５
埼玉県 行田市 クスリのアオキ 行田佐間店 048-598-5253 埼玉県行田市佐間２丁目９番４０号
埼玉県 行田市 クスリのアオキ 行田長野店 048-501-7838 埼玉県行田市大字長野１８８１番地１
埼玉県 行田市 スギドラッグ 行田門井店 048-594-8156 埼玉県行田市門井町２丁目３番地１５
埼玉県 鴻巣市 ドラッグストアセキ 鴻巣免許センター前店 048-540-3200 埼玉県鴻巣市鴻巣７２４ー１
埼玉県 鴻巣市 スギドラッグ 吹上富士見店 048-547-2611 埼玉県鴻巣市吹上富士見２丁目１ー３２
埼玉県 鴻巣市 アピタ　吹上店 0485-47-1771 埼玉県鴻巣市袋９０ー１
埼玉県 鴻巣市 ドラッグセイムス　鴻巣店 048-540-6620 埼玉県鴻巣市天神４ー５ー２３



埼玉県 鴻巣市 スギドラッグ 鴻巣店 048-547-0080 埼玉県鴻巣市北新宿２２５ー１ウニクス鴻巣店内

埼玉県 鴻巣市
薬マツモトキヨシ エルミこうのすショッピングモール
店

048-543-8227 埼玉県鴻巣市本町１ー１ー２

埼玉県 鴻巣市 スギドラッグ 鴻巣本町店 048-594-6852 埼玉県鴻巣市本町３丁目１番１０号青木ハイツ１階
埼玉県 鴻巣市 ＭＥＧＡドン・キホーテ北鴻巣店 0485-96-3810 埼玉県鴻巣市箕田３１１１－１
埼玉県 鴻巣市 ドラッグストアマツモトキヨシ 七本木店 0495-34-0818 埼玉県児玉郡上里町大字七本木２５６０ー４
埼玉県 坂戸市 ドラッグセイムス　坂戸入西店 049-288-5610 埼玉県坂戸市にっさい花みず木４ー８ー５
埼玉県 坂戸市 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ 坂戸入西店 049-283-8005 埼玉県坂戸市にっさい花みず木三丁目１１番８号
埼玉県 坂戸市 ウエルシア 坂戸にっさい花みず木店 049-280-8010 埼玉県坂戸市にっさい花みず木四丁目１８番地１

埼玉県 坂戸市 スギドラッグ 坂戸千代田店 049-277-3520 埼玉県坂戸市千代田２丁目６番７０号ヤオコー坂戸千代田１階

埼玉県 坂戸市 ウエルシア 坂戸若葉駅東口店 049-288-5131 埼玉県坂戸市千代田三丁目１５番１号
埼玉県 坂戸市 ウエルシア浅羽野店 0492-84-9996 埼玉県坂戸市浅羽野１－２－１
埼玉県 坂戸市 カワチ薬品　埼玉坂戸店 0492-89-7771 埼玉県坂戸市大字石井２３３３ー１
埼玉県 坂戸市 ドラッグストアセキ 坂戸石井店 049-288-4100 埼玉県坂戸市大字塚越１３３８ー３
埼玉県 坂戸市 ドラッグセイムス　坂戸中富店 049-280-5266 埼玉県坂戸市中富町４７ー１
埼玉県 坂戸市 ウエルシア 坂戸八幡店 049-280-6505 埼玉県坂戸市八幡２ー１ー３７
埼玉県 坂戸市 ウエルシア 坂戸薬師町店 049-288-5120 埼玉県坂戸市薬師町２３７３ー１
埼玉県 坂戸市 ウエルシア 坂戸柳町店 049-280-5025 埼玉県坂戸市柳町４５番１７号
埼玉県 三郷市 ＭＥＧＡドン・キホーテ　三郷店 0489-59-3810 埼玉県三郷市さつき平１ー１ー１
埼玉県 三郷市 ドラッグストアセキ 三郷戸ヶ崎店 048-948-0811 埼玉県三郷市戸ヶ崎３ー５９３
埼玉県 三郷市 ドラッグセガミ 三郷駅前 048-949-1911 埼玉県三郷市三郷１ー３ー１ワオシティ三郷１Ｆ

埼玉県 三郷市 薬マツモトキヨシ ららぽーと新三郷店 048-950-1070
埼玉県三郷市新三郷ららシティ３丁目１番１号　ららぽーと新
三郷１階

埼玉県 三郷市 ドラッグストアマツモトキヨシ 三郷早稲田店 0489-50-5015 埼玉県三郷市早稲田２ー３ー１
埼玉県 三郷市 ウエルシア　三郷早稲田店 048-950-1811 埼玉県三郷市早稲田６ー１０ー１０
埼玉県 三郷市 ドラッグストアマツモトキヨシ 早稲田団地店 048-958-7600 埼玉県三郷市早稲田６ー１ー１
埼玉県 三郷市 ドラッグストアセキ 三郷早稲田店 048-950-0104 埼玉県三郷市早稲田８ー１１ー８
埼玉県 三郷市 ドラッグストアマツモトキヨシ 三郷中央駅前店 048-949-2733 埼玉県三郷市谷中２６３ー１
埼玉県 三郷市 ドラッグセイムス　三郷中央店 048-949-5760 埼玉県三郷市谷中４６０
埼玉県 三郷市 薬局くすりの福太郎 三郷中央店 048-949-1858 埼玉県三郷市中央１ー３ー１エムズタウン三郷中央１Ｆ
埼玉県 三郷市 イトーヨーカドー 三郷店 048-954-1111 埼玉県三郷市天神２ー２２
埼玉県 志木市 ウェルパーク 志木幸町店 048-470-7780 埼玉県志木市幸町３ー４ー３４
埼玉県 志木市 ドラッグセイムス　中宗岡一丁目店 048-486-7511 埼玉県志木市中宗岡１－９－３７
埼玉県 志木市 ドラッグセイムス　宗岡店 048-474-4430 埼玉県志木市中宗岡３ー２ー３０

埼玉県 志木市 ココカラファイン マルイファミリー志木店 048-471-3268 埼玉県志木市本町５ー２６ー１マルイファミリー志木店１階

埼玉県 志木市 サンドラッグ志木店 048-475-3223 埼玉県志木市本町６丁目２２番３８号
埼玉県 児玉郡上里町 ウエルシアイオン上里ＳＣ店 0495-35-1107 埼玉県児玉郡上里町大字金久保字連山３５９－１
埼玉県 児玉郡上里町 クスリのアオキ 七本木店 0495-71-8431 埼玉県児玉郡上里町大字七本木１９０４番地１
埼玉県 児玉郡上里町 スギ薬局 ウニクス上里店 0495-35-0810 埼玉県児玉郡上里町大字七本木２２７２ー１
埼玉県 春日部市 クスリのアオキ 春日部栄町店 048-720-8687 埼玉県春日部市栄町３丁目８７番地
埼玉県 春日部市 イオン春日部店 048-718-3900 埼玉県春日部市下柳４２０ー１
埼玉県 春日部市 クスリのアオキ 小渕店 048-812-7286 埼玉県春日部市小渕１０２４番地１
埼玉県 春日部市 ウエルシア　春日部八丁目店 048-753-2371 埼玉県春日部市小渕１０７ー４
埼玉県 春日部市 ウエルシア春日部藤塚店 048-731-7941 埼玉県春日部市大字藤塚２３７１ー１
埼玉県 春日部市 ドラッグストアセキ 春日部大沼店 048-739-4510 埼玉県春日部市大沼６ー９ー１



埼玉県 春日部市 ウエルシア春日部谷原店 048-739-7161 埼玉県春日部市谷原３ー１８
埼玉県 春日部市 イトーヨーカドー 春日部店 048-763-3111 埼玉県春日部市中央１ー１３ー１
埼玉県 春日部市 くすりの福太郎春日部店 048-753-3030 埼玉県春日部市中央１ー８ー１０
埼玉県 春日部市 ドラッグストアセキ 春日部中央店 048-755-7988 埼玉県春日部市中央３ー１１ー２
埼玉県 春日部市 ドラッグストアセキ 豊春店 048-755-1269 埼玉県春日部市道口蛭田１８０－１
埼玉県 春日部市 薬マツモトキヨシ ララガーデン春日部店 048-733-3556 埼玉県春日部市南１ー１ー１１階１０３０
埼玉県 春日部市 ドン・キホーテ 春日部店 048-760-3311 埼玉県春日部市南中曽根８９５－１
埼玉県 春日部市 ドラッグストアセキ 南桜井店 048-745-2565 埼玉県春日部市米島字原１０００ー１
埼玉県 春日部市 サンドラッグ春日部ユリノキ通り店 048-739-3177 埼玉県春日部市豊町４丁目６番４
埼玉県 春日部市 スギドラッグ ベルク春日部緑町店 048-739-5501 埼玉県春日部市緑町３ー１１ー２４
埼玉県 春日部市 グリーンシア薬局　春日部緑町店 048-731-1780 埼玉県春日部市緑町３ー１２２１ー１
埼玉県 所沢市 ウェルパーク 所沢狭山ヶ丘店 04-2947-6558 埼玉県　所沢市　若狭　　　　　１－２９３８－１

埼玉県 所沢市 アインズ＆トルペ グランエミオ所沢店２Ｆ 04-2968-7165 埼玉県所沢市くすのき台１ー１４ー５グランエミオ所沢２Ｆ

埼玉県 所沢市 サンドラッグけやき台店 042-922-6315 埼玉県所沢市けやき台２ー２９ー９
埼玉県 所沢市 サンドラッグ所沢花園 042-943-2988 埼玉県所沢市花園３丁目２３７１ー９
埼玉県 所沢市 ドン・キホーテ 所沢宮本店 042-929-2311 埼玉県所沢市宮本町２－２５－１５
埼玉県 所沢市 スギ薬局 所沢牛沼店 04-2991-3251 埼玉県所沢市牛沼２４５ー３
埼玉県 所沢市 ドラッグストアセキ 向陽町店 04-2929-2600 埼玉県所沢市向陽町２１３７番地１
埼玉県 所沢市 ココカラファイン 所沢山口店 042-903-0643 埼玉県所沢市山口字児泉１５１１ー１
埼玉県 所沢市 サンドラッグ狭山ヶ丘店 042-947-6461 埼玉県所沢市若狭４ー２４６８ー１３
埼玉県 所沢市 スギ薬局 所沢山口店 04-2929-8730 埼玉県所沢市小手指台２３番地１マミーマート内
埼玉県 所沢市 ドラッグストアセキ 小手指町店 04-2929-0600 埼玉県所沢市小手指町１丁目３３番１９号
埼玉県 所沢市 トモズ小手指南口店 0429-47-2827 埼玉県所沢市小手指町３－２１－２
埼玉県 所沢市 ドラッグストアマツモトキヨシ 西所沢店 04-2929-5023 埼玉県所沢市西所沢１丁目３番５号
埼玉県 所沢市 ウエルシア所沢下安松店 04-2951-2321 埼玉県所沢市大字下安松９６３番地の３
埼玉県 所沢市 ウェルパーク 所沢西武園店 042-903-1215 埼玉県所沢市大字荒幡１３５９ー１７
埼玉県 所沢市 トモズ　中新井店 0429-42-5992 埼玉県所沢市中新井１ー８１２ー１
埼玉県 所沢市 ドラッグストアセキ 中富南店 04-2990-1200 埼玉県所沢市中富南２丁目２５番地の５
埼玉県 所沢市 セイジョー所沢中央店 042-951-3611 埼玉県所沢市東所沢１ー１４ー７
埼玉県 所沢市 ドラッグセイムス　東所沢店 042-946-3485 埼玉県所沢市東所沢１－１８－７
埼玉県 所沢市 スギ薬局 東所沢駅前店 04-2951-4100 埼玉県所沢市東所沢和田２ー１ー１２
埼玉県 所沢市 ドラッグセイムス　東所沢和田店 04-2951-3551 埼玉県所沢市東所沢和田３－１５－２
埼玉県 所沢市 サンドラッグ所沢駅前店 04-2929-1505 埼玉県所沢市日吉町１１ー１９１Ｆ
埼玉県 所沢市 薬マツモトキヨシ 所沢プロペ通り店 04-2903-8520 埼玉県所沢市日吉町４ー３
埼玉県 所沢市 スギ薬局 所沢航空公園店 04-2991-1731 埼玉県所沢市並木町３ー１第６号棟　第１０１号室
埼玉県 所沢市 スギ薬局 所沢北原店 04-2997-5680 埼玉県所沢市北原町１４０４

埼玉県 所沢市 ローズマリー パルコ新所沢店 04-2998-8192 埼玉県所沢市緑町１ー２ー１新所沢パルコパルコＢ館２Ｆ

埼玉県 所沢市 ツルハドラッグ 新所沢駅前店 04-2929-2531 埼玉県所沢市緑町１－２０－１新所沢ミナミプラザ内
埼玉県 所沢市 ドラッグストアマツモトキヨシ 所沢緑町店 042-924-8131 埼玉県所沢市緑町３ー１５ー１
埼玉県 上尾市 ドラッグストアマツモトキヨシ 上尾井戸木店 048-772-3271 埼玉県上尾市井戸木１ー５
埼玉県 上尾市 ドラッグスギ 井戸木店 048-787-2909 埼玉県上尾市井戸木２ー３８ー４
埼玉県 上尾市 ウエルシア　上尾栄薬局 048-772-1059 埼玉県上尾市栄町１ー７
埼玉県 上尾市 スギ薬局 丸広上尾店 048-871-9252 埼玉県上尾市宮本町１番１号丸広上尾店１階
埼玉県 上尾市 サンドラッグ 上尾春日店 048-779-3201 埼玉県上尾市春日１ー１８ー１６



埼玉県 上尾市 スギドラッグ 上尾春日店 048-778-1931 埼玉県上尾市春日１ー３４ー３０
埼玉県 上尾市 ウエルシア　上尾春日店 048-778-3755 埼玉県上尾市春日１ー４８ー２
埼玉県 上尾市 ドラッグストアマツモトキヨシ 上尾小泉店 048-780-3031 埼玉県上尾市小泉１丁目１０番地８号
埼玉県 上尾市 ドラッグスギ 上町二丁目店 048-777-6025 埼玉県上尾市上町２ー３ー１
埼玉県 上尾市 イトーヨーカドー アリオ上尾店 048-726-0111 埼玉県上尾市大字１丁目３６７番地
埼玉県 上尾市 サンドラッグ小敷谷店 048-783-1722 埼玉県上尾市大字小敷谷７８７ー２
埼玉県 上尾市 ウエルシア上尾上店 048-778-1788 埼玉県上尾市大字上８５番地１
埼玉県 上尾市 クスリのアオキ 水上公園店 048-788-3753 埼玉県上尾市大字上尾下９９７番地１
埼玉県 上尾市 ドラッグストアセキ 上尾川店 048-780-3300 埼玉県上尾市大字川２８４番地３
埼玉県 上尾市 イトーヨーカドー 上尾駅前店 048-776-2800 埼玉県上尾市谷津２丁目１番１号
埼玉県 上尾市 ドラッグスギ 中妻店 048-776-3590 埼玉県上尾市中妻３ー１１ー１９
埼玉県 上尾市 サンドラッグ二ツ宮店 048-779-2481 埼玉県上尾市二ツ宮９２７ー１
埼玉県 上尾市 ウエルシア上尾弁財店 048-779-6220 埼玉県上尾市弁財２ー４ー１
埼玉県 上尾市 ドン・キホーテ北上尾ＰＡＰＡ店 048-779-3601 埼玉県上尾市緑丘３ー３ー１１ー１
埼玉県 新座市 ウェルパーク 大泉学園店 048-477-7730 埼玉県新座市栄４ー１ー２６
埼玉県 新座市 クリエイトＳ・Ｄ新座栗原店 042-438-3151 埼玉県新座市栗原３ー１０ー１０
埼玉県 新座市 ドラッグセイムス　西武ひばりヶ丘店 04-2439-7725 埼玉県新座市栗原５ー１２ー１７
埼玉県 新座市 サンドラッグ新座石神店 042-470-5105 埼玉県新座市石神三丁目１６番３１号
埼玉県 新座市 ドラッグセイムス　新座中央通り店 048-480-2100 埼玉県新座市東１ー１３ー７
埼玉県 新座市 ウェルパーク 新座東店 048-474-1296 埼玉県新座市東３丁目１ー１
埼玉県 新座市 イオン新座店 048-472-2611 埼玉県新座市東北２ー３２ー１２
埼玉県 新座市 ＰｉｕＭａｇｉエキア志木店 048-486-3750 埼玉県新座市東北２ー３８ー１０
埼玉県 新座市 ドラッグセイムス　新座南店 0484-80-4715 埼玉県新座市馬場１ー８ー１５
埼玉県 新座市 ウェルパーク 新座片山店 048-477-4400 埼玉県新座市片山１ー１５ー２０
埼玉県 新座市 ドラッグストアマツモトキヨシ 新座駅前店 048-483-0190 埼玉県新座市野火５ー８２１
埼玉県 新座市 ドン・キホーテ 野火止店 048-480-6311 埼玉県新座市野火止４ー１ー７７
埼玉県 新座市 ウエルシア新座野火止店 048-480-4305 埼玉県新座市野火止６ー１６ー１３
埼玉県 深谷市 クスリのアオキ 花園インター店 048-594-6354 埼玉県深谷市荒川１６９番地
埼玉県 深谷市 ウエルシア花園店 048-579-1366 埼玉県深谷市荒川４４０
埼玉県 深谷市 クスリのアオキ 国済寺店 048-501-8151 埼玉県深谷市国済寺４８７番地７
埼玉県 深谷市 ウエルシア 深谷上柴西店 048-551-7125 埼玉県深谷市上柴町３ー１７ー１６
埼玉県 深谷市 スギ薬局 深谷上柴店 048-570-5200 埼玉県深谷市上柴町西３ー２２ー５
埼玉県 深谷市 イトーヨーカドー 深谷店 0485-72-6611 埼玉県深谷市上柴町西４－２－１４
埼玉県 深谷市 ドラッグストアセキ 上柴店 048-570-5180 埼玉県深谷市上柴町東３－１３－１
埼玉県 深谷市 クスリのアオキ 上柴東店 048-577-7517 埼玉県深谷市上柴町東３丁目５番地３
埼玉県 深谷市 クスリのアオキ 上野台店 048-598-6921 埼玉県深谷市上野台２３９１番地３
埼玉県 深谷市 サンドラッグ深谷店 0485-71-9311 埼玉県深谷市上野台３０２８ー１
埼玉県 深谷市 ウエルシア 深谷上野台２号店 048-551-5851 埼玉県深谷市上野台３１８５番地２
埼玉県 深谷市 ウエルシア 深谷仲町店 048-551-8015 埼玉県深谷市仲町３３６番１他
埼玉県 深谷市 クスリのアオキ 田谷店 048-501-2330 埼玉県深谷市田谷１０１番１

埼玉県 深谷市 クスリのアオキ 岡部店 048-578-8760
埼玉県深谷市都市計画事業中央土地区画整理事業地内５１街区
２６

埼玉県 深谷市 サンドラッグ深谷東方店 048-551-3101 埼玉県深谷市東方町３丁目３５番地１
埼玉県 川越市 ウェルパーク 川越旭町店 049-249-4061 埼玉県川越市旭町２－１２－１０
埼玉県 川越市 スギ薬局 川越山田店 049-228-5200 埼玉県川越市山田２０４２ー１
埼玉県 川越市 ドン・キホーテ 川越店 049-223-1751 埼玉県川越市小仙波９３８－２



埼玉県 川越市 クリエイトＳ・Ｄ　川越上野田店 049-249-0880 埼玉県川越市上野田町３４ー１０
埼玉県 川越市 スギ薬局 ウニクス川越店 049-257-6377 埼玉県川越市新宿町１ー１７ー１
埼玉県 川越市 ウエルシア川越新宿店 049-249-0260 埼玉県川越市新宿町６丁目２７番地５
埼玉県 川越市 サンドラッグ プラム川越店 049-227-0988 埼玉県川越市新富町２ー１０ー７
埼玉県 川越市 薬マツモトキヨシ 川越クレアモール店 0492-26-1002 埼玉県川越市新富町２ー５ー１７
埼玉県 川越市 サンドラッグ川越石原店 0492-25-4793 埼玉県川越市石原町２ー５４ー２
埼玉県 川越市 ウエルシア川越仙波２号店 049-229-3921 埼玉県川越市仙波町２丁目３番８
埼玉県 川越市 ウエルシア　川越仙波店 049-227-5290 埼玉県川越市仙波町３ー１ー２
埼玉県 川越市 ウェルパーク 川越かわつる店 049-233-6652 埼玉県川越市川鶴２ー１１ー３
埼玉県 川越市 スギ薬局 川越南古谷店 049-230-4600 埼玉県川越市泉町４ー３
埼玉県 川越市 ドラッグストアセキ 笠幡店 049-237-8800 埼玉県川越市大字笠幡４８７０ー３
埼玉県 川越市 ウエルシア鶴ヶ島駅西口店 049-237-5811 埼玉県川越市大字鯨井新田３番地１
埼玉県 川越市 ウエルシア　川越小仙波店 049-229-6026 埼玉県川越市大字小仙波６９４ー８
埼玉県 川越市 ドラッグストアセキ 霞ヶ関店 049-239-3600 埼玉県川越市大字的場２３１４番地１
埼玉県 川越市 ウエルシア 川越中台元町店 049-249-0223 埼玉県川越市中台元町１ー２５ー１
埼玉県 川越市 ウエルシア川越的場店 049-239-7191 埼玉県川越市的場１ー１５ー９

埼玉県 川越市
ドラッグストアマツモトキヨシ ザ・マーケットプレイ
ス川越的場店

049-237-8222 埼玉県川越市的場新町２１番地１０

埼玉県 川越市 ウェルパ－ク 南大塚店 0492-41-3075 埼玉県川越市南台３－３－１６
埼玉県 川越市 ウェルパーク 川越南大塚東店 049-238-2681 埼玉県川越市南大塚３丁目１４番地８
埼玉県 川越市 薬マツモトキヨシ アトレ川越店 049-228-2400 埼玉県川越市脇田町１０５番地
埼玉県 川越市 薬マツモトキヨシ ベーセベージェ店 049-226-4554 埼玉県川越市脇田町２４ー９エキア川越
埼玉県 川越市 サンドラッグ川越駅前店 0492-26-5336 埼玉県川越市脇田町６ー２０
埼玉県 川越市 クリエイトＳ・Ｄ 川越クレアモール店 049-227-8201 埼玉県川越市脇田町７ー２
埼玉県 川口市 イオン川口店 048-285-7811 埼玉県川口市安行領根岸３１８０ー１
埼玉県 川口市 ウエルシア川口栄町店 048-241-5412 埼玉県川口市栄町１ー１９ー１５
埼玉県 川口市 サンドラッグ川口店 048-258-8844 埼玉県川口市栄町３ー１１ー２９
埼玉県 川口市 アインズ＆トルペ かわぐちキャスティ 048-242-0630 埼玉県川口市栄町３ー７ー１川口キャスティ３Ｆ
埼玉県 川口市 プラム 川口樹モール店 048-240-6201 埼玉県川口市栄町３ー８ー１１　２Ｆ
埼玉県 川口市 ドン・キホーテ エッセンス川口駅前店 048-240-5411 埼玉県川口市栄町３ー９ー１３
埼玉県 川口市 薬マツモトキヨシ 川口東口店 048-242-0051 埼玉県川口市栄町３丁目９番１１号　リーヴァビル１階

埼玉県 川口市 サンドラッグララガーデン川口店 048-240-3101 埼玉県川口市宮町１８ー９ララガーデン川口１階１０３０

埼玉県 川口市 スギ薬局 川口元郷店 048-227-7711 埼玉県川口市元郷五丁目１１番地１３
埼玉県 川口市 ドラッグセイムス　原町店 0482-50-0077 埼玉県川口市原町４ー１９
埼玉県 川口市 ドラッグセイムス　東川口店 048-290-3570 埼玉県川口市戸塚６ー１５ー１０
埼玉県 川口市 サンドラッグ東川口店 048-291-0055 埼玉県川口市戸塚東１ー４ー４
埼玉県 川口市 スギ薬局 川口差間店 048-290-6855 埼玉県川口市差間３ー３８ー１
埼玉県 川口市 ウエルシア川口芝薬局 048-263-6787 埼玉県川口市芝３丁目１２ー１
埼玉県 川口市 ドラッグストアセキ 芝下店 048-263-1070 埼玉県川口市芝下２ー４ー２６
埼玉県 川口市 スギ薬局 上青木店 048-250-2115 埼玉県川口市上青木西１丁目１９ー９
埼玉県 川口市 ドラッグセイムス　川口末広店 048-225-1631 埼玉県川口市新井町２１ー６
埼玉県 川口市 ドン・キホーテ 新井宿店 048-288-3721 埼玉県川口市西新井宿８１ー１
埼玉県 川口市 ドン・キホーテ 西川口駅前店 048-242-0811 埼玉県川口市西川口１丁目２１番１
埼玉県 川口市 ドラッグストアマツモトキヨシ 西川口店 048-252-6781 埼玉県川口市西川口２ー８ー１３
埼玉県 川口市 ドラッグストアマツモトキヨシ 西友川口赤山店 048-286-5840 埼玉県川口市赤山１４２６



埼玉県 川口市 ココカラファイン川口店 048-227-4180 埼玉県川口市川口１ー１ー１キュポラ・川口本館棟２Ｆ
埼玉県 川口市 イオン川口前川店 048-263-5411 埼玉県川口市前川１ー１ー１１
埼玉県 川口市 サンドラッグ川口前川店 048-269-4530 埼玉県川口市前川１ー２６ー５３
埼玉県 川口市 スギ薬局 中青木店 048-240-2101 埼玉県川口市中青木２丁目９ー８
埼玉県 川口市 ドラッグストアマツモトキヨシ 川口朝日店 048-224-7151 埼玉県川口市朝日２ー２ー１５
埼玉県 川口市 ドラッグセガミ 東川口店 048-291-5888 埼玉県川口市東川口２－２－３
埼玉県 川口市 トモズ川口店 048-271-9886 埼玉県川口市飯塚２ー２ー１ライオンズプラザ川口１Ｆ
埼玉県 川口市 イトーヨーカドー アリオ川口店 048-257-0111 埼玉県川口市並木元町１ー７９
埼玉県 川口市 ウエルシア　川口北園店 048-263-4855 埼玉県川口市北園町１ー１０
埼玉県 川口市 スギドラッグ ミエル川口店 048-229-4125 埼玉県川口市本町二丁目７番２５号ミエル川口店内
埼玉県 川口市 ドラッグセイムス　柳崎店 048-269-8988 埼玉県川口市柳根町３－１０
埼玉県 川口市 ウエルシア川口領家店 048-227-1782 埼玉県川口市領家３ー４ー１６
埼玉県 草加市 サンドラッグ新田店 048-946-0105 埼玉県草加市旭町６ー１５ー３０
埼玉県 草加市 ウエルシア 草加稲荷５丁目店 048-933-8150 埼玉県草加市稲荷５丁目７番２０号
埼玉県 草加市 ウエルシア 草加稲荷町店 048-933-2144 埼玉県草加市稲荷三丁目５番２６号
埼玉県 草加市 ＭＥＧＡ．ドン・キホーテ 草加店 048-930-6811 埼玉県草加市栄町２－８－３３
埼玉県 草加市 イトーヨーカドー 草加店 0489-22-6111 埼玉県草加市高砂２ー７ー１
埼玉県 草加市 ココカラファイン草加丸井店 048-929-6138 埼玉県草加市高砂２ー９ー１丸井草加店１Ｆ
埼玉県 草加市 ウエルシア 草加松江店 048-933-3855 埼玉県草加市松江１丁目２５番１号
埼玉県 草加市 ドラッグストアセキ 新善町店 048-946-0100 埼玉県草加市新善町４９５番地１
埼玉県 草加市 ドラッグストアマツモトキヨシ 谷塚駅前店 048-925-7570 埼玉県草加市瀬崎町７７ー１
埼玉県 草加市 ウエルシア　草加青柳店 048-933-0529 埼玉県草加市青柳５ー２２ー２８
埼玉県 草加市 ドラッグセイムス　草加青柳店 048-930-0806 埼玉県草加市青柳６ー２６ー３０
埼玉県 草加市 ドラッグストアマツモトキヨシ 草加青柳店 0489-36-0715 埼玉県草加市青柳７ー２０
埼玉県 草加市 ウエルシア草加薬局 0489-44-0011 埼玉県草加市草加２ー８ー８
埼玉県 草加市 ウエルシア　ベルクス松原店 048-946-7088 埼玉県草加市草加３ー９ー１３ベルクス草加松原店内
埼玉県 草加市 ツルハドラッグ 草加５丁目店 048-946-5558 埼玉県草加市草加５丁目１番９号
埼玉県 草加市 ウエルシア　谷塚店 048-950-6008 埼玉県草加市谷塚町５８４ー１
埼玉県 草加市 ウエルシア 草加柳島店 048-920-1912 埼玉県草加市柳島町６４５ー３
埼玉県 大里郡寄居町 ウエルシア 寄居富田店 048-577-2502 埼玉県大里郡寄居町大字富田３２５０番地３
埼玉県 秩父郡横瀬町 ウエルシア　秩父横瀬店 0494-27-7100 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬４２７３ー１
埼玉県 秩父郡皆野町 カワチ薬品 皆野店 0494-63-1180 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野１８４９ー１
埼玉県 秩父郡皆野町 ドラッグイチワタ 皆野バイパス店 0494-62-5116 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野７８６ー１
埼玉県 秩父市 ドラッグ　イチワタ 秩父永田店 0494-25-3288 埼玉県秩父市永田町５ー２８
埼玉県 秩父市 クスリのアオキ 下影森店 0494-26-6561 埼玉県秩父市下影森１１９８番地
埼玉県 秩父市 ドラッグストアマツモトキヨシ 秩父影森店 0494-22-6787 埼玉県秩父市下影森７３８ー８
埼玉県 秩父市 ウエルシア秩父黒谷店 0494-27-0811 埼玉県秩父市黒谷１０８０
埼玉県 秩父市 ウエルシア秩父影森薬局 0494-21-1488 埼玉県秩父市上影森字原３０６
埼玉県 秩父市 ウエルシア秩父宮地薬局 0494-27-0173 埼玉県秩父市上宮地町２６－１５
埼玉県 秩父市 ドラッグストアマツモトキヨシ 秩父公園橋店 0494-22-9531 埼玉県秩父市中村町４ー３ー１５
埼玉県 朝霞市 ドラッグスギ あさか栄店 048-468-8335 埼玉県朝霞市栄町５ー１ー２０
埼玉県 朝霞市 ウエルシア 朝霞駅東口店 048-450-7727 埼玉県朝霞市根岸台５－５－３
埼玉県 朝霞市 サンドラッグ朝霞三原店 048-451-6181 埼玉県朝霞市三原２ー１４１
埼玉県 朝霞市 ウェルパーク 朝霞三原店 048-450-2655 埼玉県朝霞市三原５丁目１１－８
埼玉県 朝霞市 ウェルパーク 北朝霞店 048-486-6420 埼玉県朝霞市西原１ー３ー３１
埼玉県 朝霞市 ドラッグセイムス　朝霞駅前薬局 048-451-3033 埼玉県朝霞市仲町２ー１ー６ー１０２



埼玉県 朝霞市 ドラッグセイムス　朝霞台店 048-464-2191 埼玉県朝霞市東弁財３ー３ー４
埼玉県 鶴ヶ島市 ドラッグセイムス　鶴ヶ島脚折町4丁目店 049-285-5048 埼玉県鶴ヶ島市脚折町４ー２ー１１
埼玉県 鶴ヶ島市 セイジョー五味ヶ谷店 0492-79-5850 埼玉県鶴ヶ島市五味ヶ谷１ー１
埼玉県 鶴ヶ島市 ドラッグセイムス　鶴ヶ島一本松店 049-279-7061 埼玉県鶴ヶ島市新町３－３－７
埼玉県 鶴ヶ島市 ウエルシア 鶴ヶ島新町店 049-279-7003 埼玉県鶴ヶ島市新町一丁目６番地２
埼玉県 鶴ヶ島市 ドラッグストアマツモトキヨシ 鶴ヶ丘店 049-279-5010 埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘２７６ー１
埼玉県 鶴ヶ島市 スギ薬局 ワカバウオーク店 049-272-5060 埼玉県鶴ヶ島市富士見１ー２ー１北棟１Ｆ
埼玉県 東松山市 ドラッグストアセキ 高坂店 0493-31-0800 埼玉県東松山市あずま町２ー４ー１
埼玉県 東松山市 ウエルシア東松山ライフガーデン店 0493-31-1115 埼玉県東松山市あずま町４丁目８番３
埼玉県 東松山市 クリエイトＳ・Ｄ 東松山高坂店 0493-31-0107 埼玉県東松山市元宿１ー２１ー９
埼玉県 東松山市 ドラッグセイムス　高坂店 0493-31-1120 埼玉県東松山市高坂参番町９７２－１
埼玉県 東松山市 ウエルシア東松山砂田店 0493-27-1701 埼玉県東松山市砂田町１ー５
埼玉県 東松山市 サンドラッグ東松山店 0493-27-2780 埼玉県東松山市小松原町１１ー６
埼玉県 東松山市 ドラッグストアセキ 松本町店 0493-21-0300 埼玉県東松山市松本町１丁目９番２８号

埼玉県 東松山市 スギドラッグ 東松山新宿町店 0493-81-3841 埼玉県東松山市新宿町１７ー１ヤオコー東松山新宿町店内

埼玉県 東松山市 ＭＥＧＡドン・キホーテ 東松山店 0493-27-8711 埼玉県東松山市石橋１６４８ー１

埼玉県 東松山市 薬マツモトキヨシ ピオニウォーク東松山店 0493-31-2323
埼玉県東松山市東松山高坂駅東口第二特定土地区画整理事業地
内２５ー１　ピオニＷ東松山１６３

埼玉県 東松山市 アピタ　東松山店 0493-31-0111
埼玉県東松山市東松山都市計画事業　高坂駅東口第二特定土地
区画整理事業地内２５－１街区

埼玉県 東松山市 ウエルシア　東松山六軒町店 0493-21-1457 埼玉県東松山市六軒町１８ー８
埼玉県 東松山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 東松山六反町店 0493-25-1310 埼玉県東松山市六反町１ー１
埼玉県 南埼玉郡宮代町 クスリのアオキ 宮代店 0480-53-7580 埼玉県南埼玉郡宮代町本田５丁目５番１９号
埼玉県 日高市 ドラッグセイムス　日高原宿店 0429-84-1570 埼玉県日高市原宿向方２１０ー１
埼玉県 日高市 ドラッグストアセキ 武蔵高萩店 042-984-1400 埼玉県日高市大字高萩字新宿２２８６番１号
埼玉県 日高市 ドラッグセイムス　日高高萩店 042-984-0223 埼玉県日高市大字高萩字新宿２３０６ー３
埼玉県 日高市 スギドラッグ ヤオコー高麗川店 042-984-2015 埼玉県日高市大字鹿山３０１番地
埼玉県 日高市 ベイシア　ひだかモール店 042-985-3000 埼玉県日高市大字森戸新田藤久保８８ー５
埼玉県 入間郡越生町 ドラッグセイムス　越生店 049-277-1085 埼玉県入間郡越生町成瀬７７ー１
埼玉県 入間郡三芳町 ドラッグストアセキ 藤久保店 049-274-5000 埼玉県入間郡三芳町藤久保２０１ー１

埼玉県 入間郡三芳町 スギ薬局 藤久保店 049-274-7870 埼玉県入間郡三芳町藤久保８５５－４０３ウニクス三芳店内

埼玉県 入間郡毛呂山町 ウエルシア毛呂本郷店 0492-95-6375
埼玉県入間郡　　　　　　　　　毛呂山町
大字毛呂本郷　１４５８

埼玉県 入間郡毛呂山町 ドラッグストアセキ 武州長瀬店 049-276-2300 埼玉県入間郡毛呂山町若山１丁目６番１３号
埼玉県 入間郡毛呂山町 セイジョー毛呂山長瀬店 049-294-9055 埼玉県入間郡毛呂山町長瀬１５６０ー１
埼玉県 入間郡毛呂山町 ドラッグセイムス　武州長瀬駅前店 049-276-6177 埼玉県入間郡毛呂山町長瀬２４１７ー１
埼玉県 入間郡毛呂山町 ドラッグストアマツモトキヨシ 毛呂山店 049-295-5500 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷２９３ー１
埼玉県 入間市 サンドラッグコピオ下藤沢店 04-2901-2205 埼玉県入間市下藤沢１８８ー１
埼玉県 入間市 カワチ薬品　入間店 04-2966-6536 埼玉県入間市下藤沢３６２ー１
埼玉県 入間市 ドラッグセイムス　入間下藤沢店 04-2901-2088 埼玉県入間市下藤沢８８５－１
埼玉県 入間市 ドラッグセイムス　入間ぺぺ店 042-960-2661 埼玉県入間市河原町２－１

埼玉県 入間市
マツモトキヨシＯＵＴＬＥＴ 三井アウトレットパーク
入間店

04-2902-6215 埼玉県入間市宮寺３１６９ー１

埼玉県 入間市 ウエルシア 入間春日町店 04-2901-7320 埼玉県入間市春日町２丁目　２番地７号
埼玉県 入間市 ドン・キホーテ Ｄｏｉｔ入間店 04-2901-7211 埼玉県入間市小谷田２ー３ー３３



埼玉県 入間市 イオン入間店 04-2901-4500 埼玉県入間市上藤沢４６２ー１
埼玉県 入間市 サンドラッグ下藤沢店 042-965-7575 埼玉県入間市大字下藤沢出原１３１７ヨークマート内
埼玉県 入間市 ドラッグストアセキ上藤沢店 04-2960-0200 埼玉県入間市大字上藤沢４５０番地１
埼玉県 入間市 ドラッグセイムス　入間あずま町店 042-960-6511 埼玉県入間市東町７ー１２５３ー１
埼玉県 入間市 ウエルシア　武蔵藤沢店 04-2901-0666 埼玉県入間市東藤沢３ー４ー５
埼玉県 入間市 スギ薬局 入間駅前店 04-2901-7005 埼玉県入間市豊岡１丁目４番１０号
埼玉県 白岡市 ドラッグスギ 新白岡店 0480-93-7440 埼玉県白岡市新白岡３丁目４０番地１
埼玉県 白岡市 クスリのアオキ 新白岡店 0480-31-6866 埼玉県白岡市新白岡５丁目１２番地２
埼玉県 白岡市 Ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ 白岡店 0480-93-8085 埼玉県白岡市西４丁目２番１０号
埼玉県 白岡市 ウエルシア白岡店 0480-91-6711 埼玉県白岡市白岡１１４３ー１
埼玉県 八潮市 ドラッグストアマツモトキヨシ 八潮伊草店 048-994-3215 埼玉県八潮市伊草５４５
埼玉県 八潮市 ドラッグストアマツモトキヨシ フレスポ八潮店 048-997-5575 埼玉県八潮市大瀬８２２ー１
埼玉県 八潮市 ドラッグストアセキ 八潮店 048-995-1177 埼玉県八潮市緑町４ー６ー２
埼玉県 飯能市 ドラッグセイムス　東飯能店 0429-71-3366 埼玉県　飯能市　栄町　１６－２
埼玉県 飯能市 ドラッグセイムス　飯能ぺぺ南口店 0429-71-9021 埼玉県飯能市南町１ー２２
埼玉県 飯能市 ウエルシア　飯能柳町店 042-983-0310 埼玉県飯能市柳町１５ー６
埼玉県 飯能市 ドラッグセイムス　飯能緑町店 0429-71-2005 埼玉県飯能市緑町１２ー１
埼玉県 飯能市 ウエルシア飯能緑町店 042-975-1051 埼玉県飯能市緑町２ー６
埼玉県 比企郡滑川町 ウエルシア 森林公園駅前店 0493-57-1711 埼玉県比企郡滑川町みなみ野一丁目１番地２
埼玉県 比企郡吉見町 ウエルシア　吉見店 0493-54-6925 埼玉県比企郡吉見町久保田１４１３
埼玉県 比企郡吉見町 ドラッグストアセキ 吉見店 0493-53-0200 埼玉県比企郡吉見町大字久保田１７５８番地１
埼玉県 比企郡小川町 ウエルシア 小川腰越店 0493-71-5808 埼玉県比企郡小川町腰越４４７ー１
埼玉県 比企郡小川町 ドラッグストアセキ 小川町店 0493-71-0100 埼玉県比企郡小川町大字小川２２番地１号
埼玉県 比企郡小川町 ウエルシア 小川町店 0493-71-1230 埼玉県比企郡小川町大字小川４３６番地１
埼玉県 比企郡嵐山町 ウエルシア 嵐山東口店 0493-61-0166 埼玉県比企郡嵐山町むさし台３丁目２７番１
埼玉県 比企郡嵐山町 ドラッグセイムス　嵐山店 0493-61-0320 埼玉県比企郡嵐山町大字川島２３１６ー２
埼玉県 比企郡嵐山町 ドラッグストアマツモトキヨシ 嵐山店 0493-62-8507 埼玉県比企郡嵐山町平沢土地区画整理地内３３街区７
埼玉県 富士見市 ドラッグストアセキ 羽沢店 049-275-8100 埼玉県富士見市羽沢２－１２－１１

埼玉県 富士見市 薬マツモトキヨシ ららぽーと富士見店 049-275-1121 埼玉県富士見市山室１丁目１３１３番地１Ｆ　１０９００

埼玉県 富士見市 ウエルシア 富士見鶴馬店 049-268-7551 埼玉県富士見市鶴馬３丁目３２番２２号
埼玉県 富士見市 ウエルシア 富士見渡戸店 049-275-8313 埼玉県富士見市渡戸１丁目１２番１９号
埼玉県 富士見市 スギドラッグ 東みずほ台店 049-293-2531 埼玉県富士見市東みずほ台２丁目６番地４
埼玉県 北葛飾郡杉戸町 ドラッグストアセキ 杉戸店 0480-35-0223 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地４ー７ー１８
埼玉県 北葛飾郡杉戸町 ウエルシア 杉戸倉松店 0480-37-0525 埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松１丁目３番１号
埼玉県 北足立郡伊奈町 ドラッグストアセキ 伊奈栄店 048-720-5550 埼玉県北足立郡伊奈町栄２ー５

埼玉県 北足立郡伊奈町 スギ薬局 伊奈店 048-720-7570 埼玉県北足立郡伊奈町学園２ー１８８ー１ウニクス伊奈店内

埼玉県 北足立郡伊奈町 ドラッグセイムス　伊奈中央店 048-720-5520 埼玉県北足立郡伊奈町小室９８００ー１
埼玉県 北足立郡伊奈町 ドラッグセイムス　伊奈内宿店 048-728-7909 埼玉県北足立郡伊奈町小針内宿２９３ー１
埼玉県 北足立郡伊奈町 ウエルシア　伊奈町役場前店 048-720-5330 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室９４７７番地
埼玉県 北本市 スギドラッグ 北本南店 048-578-8727 埼玉県北本市下石戸七丁目３７番地
埼玉県 北本市 ウェルパーク 北本駅前店 048-593-5341 埼玉県北本市中央２ー１７２
埼玉県 北本市 ウエルシア　北本中丸店 048-590-4710 埼玉県北本市中丸２丁目１（地番）
埼玉県 北本市 ドラッグストアセキ 東間店 048-540-6350 埼玉県北本市東間７ー２２５ー１
埼玉県 北本市 クスリのアオキ 二ツ家店 048-501-6556 埼玉県北本市二ツ家１丁目３５３番地２



埼玉県 北本市 ウエルシア　プラザ北本店 048-590-5686 埼玉県北本市二ツ家４ー８８
埼玉県 北本市 スギドラッグ とりせん北本店 048-598-4755 埼玉県北本市北中丸１丁目７５ー１
埼玉県 北本市 ドラッグセイムス　北本店 0485-94-4103 埼玉県北本市北本２ー１０ー１
埼玉県 本庄市 クスリのアオキ けや木店 0495-71-5411 埼玉県本庄市けや木３丁目１９番１４号
埼玉県 本庄市 カワチ薬品 本庄東店 0495-23-0500 埼玉県本庄市鵜森２５５
埼玉県 本庄市 ウエルシア児玉薬局 0495-73-1156 埼玉県本庄市児玉町吉田林３８０ー１
埼玉県 本庄市 ウエルシア 本庄児玉南店 0495-72-7381 埼玉県本庄市児玉町児玉３０８番地３
埼玉県 本庄市 クスリのアオキ 児玉店 0495-71-8401 埼玉県本庄市児玉町児玉３１８番地１
埼玉県 本庄市 サンドラッグ本庄児玉店 0495-73-3361 埼玉県本庄市児玉町八幡山４９
埼玉県 本庄市 スギドラッグ ベスタ本庄店 0495-27-2201 埼玉県本庄市寿３ー５ー１９
埼玉県 本庄市 カワチ薬品　本庄店 0495-22-8131 埼玉県本庄市大字西富田２６２ー１
埼玉県 本庄市 Ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ 本庄店 0495-22-8110 埼玉県本庄市南１丁目２番４号
埼玉県 本庄市 ウエルシア　本庄日の出薬局 0495-25-5381 埼玉県本庄市日の出４ー８６８ー１

埼玉県 本庄市 ベイシア　本庄早稲田ゲート店 0495-27-7001
埼玉県本庄市本庄早稲田駅周辺土地区画整理事業４３街区４０
画地

埼玉県 蓮田市 ウエルシア蓮田黒浜店 048-765-7022 埼玉県蓮田市黒浜椿山２８１１ー２８
埼玉県 蓮田市 スギドラッグ 蓮田山ノ内店 048-765-8008 埼玉県蓮田市山ノ内７番地１
埼玉県 蓮田市 ＭＥＧＡドン・キホーテ蓮田店 048-765-3810 埼玉県蓮田市東４ー５ー１３
埼玉県 蓮田市 ドラッグストアセキ 蓮田店 048-765-2325 埼玉県蓮田市馬込１ー３９９
埼玉県 蓮田市 ドラッグセイムス　蓮田馬込店 048-765-3211 埼玉県蓮田市馬込４ー６７
埼玉県 和光市 イトーヨーカドー 和光店 048-468-7111 埼玉県和光市丸山台１ー９ー３
埼玉県 和光市 スギ薬局 和光店 048-451-3833 埼玉県和光市白子３ー１７ー３０
埼玉県 蕨市 ドン・キホーテ 蕨店 048-430-5911 埼玉県蕨市錦町１ー１１ー１
埼玉県 蕨市 イトーヨーカドー 錦町店 048-446-4411 埼玉県蕨市錦町１ー１２ー１
埼玉県 蕨市 薬マツモトキヨシ 蕨西口店 048-431-0811 埼玉県蕨市中央３ー２ー５
埼玉県 蕨市 ウエルシア　蕨塚越店 048-447-6613 埼玉県蕨市塚越５ー６ー３５

埼玉県 蕨市 スギ薬局 蕨南店 048-420-7711 埼玉県蕨市南町１ー８ー７

千葉県 いすみ市 ツルハ ツルハドラッグいすみ店 0470-62-8611 千葉県いすみ市大原３９４５

千葉県 いすみ市
ドラッグストアマツモトキヨシ ミサキショッピング
ガーデン店

0470-80-3221 千葉県いすみ市岬町江場土１８４７

千葉県 旭市 サンドラッグ旭店 0479-60-3771 千葉県旭市ニ字西遊正６０１７ー７
千葉県 旭市 ドン・キホーテ旭店 0479-60-0511 千葉県旭市鎌数４３３９ー１
千葉県 旭市 ドラッグストアマツモトキヨシ 旭宮前店 0479-63-5066 千葉県旭市二１６１４ー１
千葉県 旭市 カワチ薬品旭店 047-962-5721 千葉県旭市二の５３８４ー１
千葉県 夷隅郡大多喜町 ウエルシア 大多喜船子店 0470-80-0501 千葉県夷隅郡大多喜町船子８６５ー１
千葉県 印西市 カワチ薬品　牧の原店 0476-47-7130 千葉県　印西市　草深　　　　　２０２０－１
千葉県 印西市 ベイシア千葉ＮＴ店 0476-48-5555 千葉県印西市泉野１丁目１４４番６号
千葉県 印西市 ドラッグストアマツモトキヨシ 牧の原モア店 0476-45-0600 千葉県印西市草深字原２０７２番地

千葉県 印西市 ドン・キホーテ　イオンモール 千葉ニュータウン店 0476-47-7511 千葉県印西市中央北２－２

千葉県 印西市 イオン千葉ニュータウン店 0476-48-1111 千葉県印西市中央北３ー１ー１

千葉県 印西市
ＭＡＳＡＹＡ　カラースタジオ イオン千葉ニュータウ
ン店

0476-48-4563 千葉県印西市中央北３ー２イオンモールショッピングセンター

千葉県 印西市 くすりの福太郎　印西内野店 0476-48-1429 千葉県印西市内野１ー６ー１
千葉県 印西市 コレコレ 千葉ニュータウン店 0476-40-7300 千葉県印西市牧の原１ー３
千葉県 印西市 ジョイフル本田 千葉ニュータウン店 0476-47-6811 千葉県印西市牧の原２ー１
千葉県 印旛郡酒々井町 くすりの福太郎酒々井店 043-481-7229 千葉県印旛郡酒々井町酒々井１３２３



千葉県 浦安市 ドラッグストアマツモトキヨシ 浦安東野店 047-350-0778 千葉県浦安市東野１ー１ー４３
千葉県 浦安市 ウエルシア　浦安駅前薬局 047-316-8608 千葉県浦安市当代島１－１－２３
千葉県 浦安市  イオン新浦安店 0473-50-1147 千葉県浦安市入船１ー４ー１
千葉県 浦安市 ドラッグセイムス　浦安入船店 047-700-8151 千葉県浦安市入船４ー８ー１入船４丁目ビル１Ｆ
千葉県 浦安市 ウエルシア ライフガーデン新浦安店 047-304-3786 千葉県浦安市富岡３－２－２
千葉県 浦安市 薬マツモトキヨシ 浦安南口駅前店 047-306-2260 千葉県浦安市北栄１ー１６ー１８

千葉県 浦安市 薬局くすりの福太郎　浦安駅前店 047-390-0201 千葉県浦安市北栄１ー３ー３４　グランデュール峯崎１ー１Ｆ

千葉県 浦安市 くすりの福太郎　浦安堀江店 047-304-7447 千葉県浦安市堀江１ー３３ー１
千葉県 我孫子市 ウエルシア我孫子下ケ戸店 04-7165-2007 千葉県我孫子市下ヶ戸４７８ー１
千葉県 我孫子市 イトーヨーカドー 我孫子店 0471-85-8111 千葉県我孫子市我孫子４ー１１ー１
千葉県 我孫子市 ドラッグストアマツモトキヨシ 湖北台店 04-7188-3525 千葉県我孫子市湖北台９ー６ー１６
千葉県 我孫子市 くすりの福太郎天王台北口店 04-7165-5529 千葉県我孫子市柴崎台１ー８ー１
千葉県 我孫子市 ドラッグストアマツモトキヨシ 天王台店 04-7181-3180 千葉県我孫子市天王台２ー１ー２７
千葉県 我孫子市 クリエイトＳ・Ｄ 我孫子都店 04-7189-3131 千葉県我孫子市都６ー８
千葉県 我孫子市 ウエルシア 我孫子新木駅前店 04-7187-2560 千葉県我孫子市南新木２丁目２番地の１
千葉県 我孫子市 くすりの福太郎　我孫子店 04-7181-8729 千葉県我孫子市本町２ー１ー７
千葉県 我孫子市 Ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ 手賀沼公園店 04-7179-1131 千葉県我孫子市緑１ー１１ー４
千葉県 我孫子市 サンドラッグ我孫子店 04-7181-0171 千葉県我孫子市緑１ー９ー２５
千葉県 鎌ケ谷市 ウエルシア鎌ヶ谷くぬぎ山店 047-394-5017 千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山３ー１４ー１４
千葉県 鎌ケ谷市 ドラッグストアマツモトキヨシ 鎌ヶ谷店 047-442-1411 千葉県鎌ケ谷市鎌ヶ谷８ー１ー５２
千葉県 鎌ケ谷市 くすりの福太郎初富本町店 047-498-5229 千葉県鎌ヶ谷市初富本町１ー１ー２４
千葉県 鎌ケ谷市 サンドラッグ初富本町店 047-441-3580 千葉県鎌ヶ谷市初富本町２ー１９ー５
千葉県 鎌ケ谷市 くすりの福太郎アクロスモール 新鎌ヶ谷店 047-441-6200 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷２ー１２ー１
千葉県 鎌ケ谷市 イオン鎌ヶ谷店 047-441-7711 千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷２ー７ー１
千葉県 鎌ケ谷市 くすりの福太郎　東道野辺店 047-446-3929 千葉県鎌ケ谷市東道野辺５－１６－３８
千葉県 鎌ケ谷市 くすりの福太郎 鎌ケ谷店 047-441-7529 千葉県鎌ケ谷市道野辺本町２－１０－２５
千葉県 鎌ケ谷市 サンドラッグ鎌ヶ谷店 047-498-6181 千葉県鎌ヶ谷市富岡１ー１ー３

千葉県 鴨川市 ベイシア鴨川店 04-7099-0888 千葉県鴨川市　　　　　　　　　大字貝渚字中川間３００

千葉県 鴨川市 イオン鴨川店 04-7092-5371 千葉県鴨川市横渚９７３ー１
千葉県 館山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 館山店 0470-20-1021 千葉県館山市下真倉２５５
千葉県 館山市 カワチ薬品　館山店 047-023-9740 千葉県館山市八幡２６２
千葉県 館山市 イオン館山店 0470-24-3097 千葉県館山市八幡５４５ー１
千葉県 館山市 ウエルシア　館山八幡店 0470-20-1210 千葉県館山市八幡６０８－１

千葉県 館山市
ドラッグストアマツモトキヨシ 館山マーケットプレイ
ス店

0470-24-7711 千葉県館山市湊１８８ー１

千葉県 君津市 ドラッグストアマツモトキヨシ 君津箕輪店 0439-55-7120 千葉県君津市外箕輪３ー１４ー６
千葉県 君津市 ウエルシア君津外箕輪店 0439-50-3166 千葉県君津市外箕輪４－１－２２
千葉県 君津市 アピタ　君津店 １階 0439-55-0821 千葉県君津市久保１ー１ー１
千葉県 君津市 ドラッグストアマツモトキヨシ 君津駅前店 0439-55-2522 千葉県君津市中野１ー１４ー１
千葉県 君津市 ツルハ ツルハドラッグ中野店 0439-55-3511 千葉県君津市中野６０
千葉県 君津市 ツルハ ツルハドラッグ君津店 0439-50-0268 千葉県君津市南子安６ー５ー３
千葉県 香取郡東庄町 ウエルシア東庄新宿店 0478-86-4601 千葉県香取郡東庄町新宿１２１０ー１
千葉県 香取市 ウエルシア 佐原店 0478-54-5848 千葉県香取市佐原イ４２００番地
千葉県 香取市 ドラッグストアマツモトキヨシ 佐原シティ店 0478-54-1088 千葉県香取市佐原ホ１２３６ー１



千葉県 香取市 ウエルシア 小見川店 0478-83-3788 千葉県香取市分郷字龍生２－１
千葉県 佐倉市 ウエルシア ユーカリが丘２号店 043-460-8873 千葉県佐倉市ユーカリヶ丘３ー３ー１３
千葉県 佐倉市 セガミ薬局 臼井店 043-489-0499 千葉県佐倉市王子台３ー３０ー４京成臼井駅ビル１階
千葉県 佐倉市 ウエルシア　佐倉王子台店 043-460-0171 千葉県佐倉市王子台４－１４－１
千葉県 佐倉市 ウエルシア佐倉寺崎店 043-483-7601 千葉県佐倉市寺崎北１ー７ー３
千葉県 佐倉市 ウエルシア　ユーカリが丘店 043-460-5333 千葉県佐倉市上座５８８ー１９
千葉県 佐倉市 ウエルシア佐倉志津店 043-463-5011 千葉県佐倉市上志津１６０２ー１
千葉県 佐倉市 ドラッグストアマツモトキヨシ ユーカリが丘店 043-460-1210 千葉県佐倉市西ユーカリが丘５ー１１ー１
千葉県 佐倉市 イオンスタイルユーカリが丘店 043-489-1600 千葉県佐倉市西ユーカリが丘６ー１２ー３
千葉県 佐倉市 ウエルシア佐倉西志津店 043-464-0031 千葉県佐倉市西志津２ー２２ー４８
千葉県 佐倉市 ウエルシア　佐倉染井野店 043-460-2881 千葉県佐倉市染井野３ー３９ー１

千葉県 佐倉市
ドラッグストアマツモトキヨシ ザ・マーケットプレイ
ス佐倉店

043-464-8155 千葉県佐倉市染井野４ー７ー１

千葉県 佐倉市 カワチ薬品　そめい野店 043-488-3340 千葉県佐倉市染井野４ー８ー１
千葉県 佐倉市 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ 大崎台店 043-484-4547 千葉県佐倉市大崎台１ー３０ー２
千葉県 佐倉市 ウエルシア　佐倉鏑木店 043-481-0621 千葉県佐倉市鏑木町４０５－１
千葉県 山武郡横芝光町 サンドラッグ横芝店 0479-80-0411 千葉県山武郡横芝光町栗山４５７０ー１
千葉県 山武郡九十九里町 ツルハドラッグ 九十九里店 0475-70-3411 千葉県山武郡九十九里町西野６４５ー１
千葉県 山武郡九十九里町 サンドラッグ九十九里店 0475-70-3555 千葉県山武郡九十九里町片貝３８９
千葉県 山武郡芝山町 ウエルシア 成田三里塚店 0479-77-1127 千葉県山武郡芝山町岩山２２６４ー８
千葉県 山武市 ツルハ ツルハドラッグ松尾店 0479-80-7588 千葉県山武市松尾町五反田３０２２ー２
千葉県 山武市 サンドラッグ山武店 0475-80-8511 千葉県山武市埴谷１８７３ー１
千葉県 山武市 ＭＥＧＡドン・キホーテ　成東店 0475-82-8100 千葉県山武市成東１８０８ー１
千葉県 山武市 ツルハドラッグ 山武白幡店 0475-80-0800 千葉県山武市白幡２０８１ー７
千葉県 四街道市 ＭＥＧＡドン・キホーテ　四街道店 043-433-3810 千葉県四街道市めいわ２ー１ー１
千葉県 四街道市 ウエルシア四街道めいわ店 043-433-7001 千葉県四街道市めいわ３ー１ー１
千葉県 四街道市 ウエルシア四街道もねの里店 043-304-8131 千葉県四街道市もねの里２ー３７ー１９
千葉県 四街道市 ウエルシア四街道鹿渡店 043-433-3761 千葉県四街道市鹿渡１１２１ー１
千葉県 四街道市 サンドラッグ四街道店 043-304-8420 千葉県四街道市大日４２９Ｍ２プラザ１Ｆ
千葉県 四街道市 イトーヨーカドー 新四街道店 043-423-1130 千葉県四街道市中央５番地
千葉県 市原市 クリエイトＳ・Ｄ 市原ユニモちはら台店 0436-76-0778 千葉県市原市ちはら台西３ー４
千葉県 市原市 ウエルシア市原ちはら台店 0436-52-7720 千葉県市原市ちはら台東８ー３ー１
千葉県 市原市 ウエルシア市原牛久店 0436-50-0855 千葉県市原市牛久１０６６ー１
千葉県 市原市 ウエルシア　市原五井店 0436-26-8216 千葉県市原市五井５４９２ー５
千葉県 市原市 ウエルシア市原五井中央店 0436-20-9333 千葉県市原市五井中央東２ー２６ー１
千葉県 市原市 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ 市原五所店 0436-40-3320 千葉県市原市五所１７６１ー１
千葉県 市原市 イトーヨーカドー アリオ市原店 0436-20-1112 千葉県市原市更級４丁目３番２

千葉県 市原市 ドラッグストアマツモトキヨシ せんどう国分寺台店 0436-23-1805 千葉県市原市国分寺台中央６ー１０ー６

千葉県 市原市 アピタ　市原店 １Ｆ 0436-25-7531 千葉県市原市青柳北１ー１
千葉県 市原市 ドラッグストアマツモトキヨシ 市原市役所前店 0436-24-6681 千葉県市原市惣社２ー１ー７
千葉県 市原市 ウエルシア市原辰巳台店 0436-75-5261 千葉県市原市辰巳台西２ー５
千葉県 市原市 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ 辰巳台店 0436-75-6681 千葉県市原市辰巳台東３ー５ー１
千葉県 市原市 ウエルシア　市原国分寺台店 0436-20-8077 千葉県市原市南国分寺４ー１ー１
千葉県 市川市 くすりの福太郎　宮久保店 047-374-8555 千葉県　市川市　宮久保　　　　１－７－２０
千葉県 市川市 ＭＥＧＡドン・キホーテ本八幡店 0473-78-3810 千葉県市川市　　　　　　　　　南八幡４－９－１



千葉県 市川市 サンドラッグ加藤新田店 047-701-0181 千葉県市川市加藤新田２０２ー１７
千葉県 市川市 ダイエー 市川コルトンプラザ店 0473-70-0070 千葉県市川市鬼高１ー１ー１
千葉県 市川市 薬マツモトキヨシ ニッケコルトンプラザ店 047-378-2770 千葉県市川市鬼高１ー１ー１
千葉県 市川市 くすりの福太郎　行徳駅前店 047-701-1729 千葉県市川市行徳駅前１ー２３ー１
千葉県 市川市 スギドラッグ 行徳店 047-329-2130 千葉県市川市行徳駅前１ー３ー８タウンコート丸義１階
千葉県 市川市 サンドラッグ プラム行徳店 047-356-7800 千葉県市川市行徳駅前２ー１１ー１
千葉県 市川市 ドン・キホーテ 行徳駅前店 047-318-7311 千葉県市川市行徳駅前２ー３ー１５９
千葉県 市川市 トウブドラッグ行徳店 047-701-0340 千葉県市川市行徳駅前４ー２７ー９
千葉県 市川市 ダイエー 市川店 0473-26-3311 千葉県市川市市川１ー４ー１０
千葉県 市川市 くすりの福太郎市川駅前店 047-329-5029 千葉県市川市市川１ー８ー２日日商事ビル１Ｆ
千葉県 市川市 くすりの福太郎　市川店 0473-20-0551 千葉県市川市市川１－４－１７
千葉県 市川市 サンドラッグ市川新田店 047-314-7356 千葉県市川市新田３ー１３ー７
千葉県 市川市 くすりの福太郎　市川南口店 047-393-6229 千葉県市川市新田４ー６ー７
千葉県 市川市 ドラッグストアマツモトキヨシ 市川菅野店 047-326-8400 千葉県市川市菅野５ー１ー１９
千葉県 市川市 くすりの福太郎相之川店 047-357-6129 千葉県市川市相之川３ー１３ー２３丸伝小川ビル１Ｆ
千葉県 市川市 ドン・キホーテ ピカソ南行徳駅前店 047-306-8311 千葉県市川市相之川４ー６ー１０
千葉県 市川市 ウエルシア　南行徳駅前店 047-300-2721 千葉県市川市相之川４ー９
千葉県 市川市 くすりの福太郎　市川大野駅前店 047-303-5129 千葉県市川市大野町２－２１５
千葉県 市川市 ウエルシア　市川東国分店 047-374-9965 千葉県市川市東国分２－１－１
千葉県 市川市 くすりの福太郎南行徳店 047-701-1229 千葉県市川市南行徳　　　　　　１－２０－８
千葉県 市川市  イオン南行徳店 047-306-1147 千葉県市川市南行徳２ー２０ー２５
千葉県 市川市 サンドラッグ南行徳 047-358-3611 千葉県市川市南行徳３ー３ー４
千葉県 市川市 ウエルシア　南行徳店 047-701-1500 千葉県市川市南行徳４ー３ー１７
千葉県 市川市 くすりの福太郎　市川大野店 047-303-7729 千葉県市川市南大野１ー４０ー２０
千葉県 市川市 ドラッグストアマツモトキヨシ 市川大野店 047-338-0315 千葉県市川市南大野３ー２４ー３
千葉県 市川市 薬マツモトキヨシ 本八幡駅前店 047-378-8625 千葉県市川市南八幡４ー１ー１０
千葉県 市川市 くすりの福太郎八幡駅前店 047-329-1129 千葉県市川市八幡３ー３ー１京成八幡ビル１Ｆ
千葉県 市川市 ドラッグストアマツモトキヨシ 富浜店 047-390-1515 千葉県市川市富浜１ー７ー４
千葉県 市川市 ドラッグストアマツモトキヨシ 北国分店 047-372-6620 千葉県市川市堀之内３ー６ー１５
千葉県 市川市 ドラッグストアマツモトキヨシ 市川行徳店 047-357-5770 千葉県市川市湊新田１丁目４番２号
千葉県 市川市 ドラッグストアマツモトキヨシ 妙典駅前店 047-701-0075 千葉県市川市妙典４ー４ー２７
千葉県 市川市 イオン市川妙典店 047-306-0128 千葉県市川市妙典５ー３ー１
千葉県 習志野市 くすりの福太郎　実籾２号店 047-403-7229 千葉県習志野市実籾町４ー３ー３
千葉県 習志野市 くすりの福太郎津田沼南口店 047-455-5029 千葉県習志野市奏の杜１ー１２ー３　ＭＦビル１Ｆ
千葉県 習志野市 サンドラッグ津田沼南口店 047-470-3261 千葉県習志野市奏の杜２ー１ー１

千葉県 習志野市 ダイエー モリシア津田沼店 047-470-5600
千葉県習志野市谷津１ー１６ー１イオンモリシア津田沼地下１
階

千葉県 習志野市 くすりの福太郎 Ｌｏｈａｒｕ津田沼店 047-475-4529 千葉県習志野市谷津７ー７ー１
千葉県 習志野市 イトーヨーカドー 津田沼店 0474-79-3111 千葉県習志野市津田沼１ー１０ー３０
千葉県 習志野市 ココカラファイン 津田沼駅前店 047-470-8061 千葉県習志野市津田沼１１１－４ＪＰＴ津田沼ビル１Ｆ
千葉県 習志野市 イオン津田沼店 047-455-6000 千葉県習志野市津田沼１ー２３ー１

千葉県 習志野市 Ｒ．Ｏ．Ｕ． 津田沼店 047-455-6299 千葉県習志野市津田沼１－２３－１　イオン津田沼ＳＣ内

千葉県 習志野市 ウエルシア　習志野実籾店 047-403-9950 千葉県習志野市東習志野３－１－２４
千葉県 習志野市 薬局くすりの福太郎 大久保駅前店 047-403-5029 千葉県習志野市本大久保２－１０－２３
千葉県 松戸市 くすりの福太郎　常盤平店 047-311-2129 千葉県　松戸市　常盤平　　　　１－１２－１



千葉県 松戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ 矢切店 047-368-3001 千葉県松戸市栗山字中台１２５ー１
千葉県 松戸市 ウエルシア　松戸古ヶ崎店 047-703-3288 千葉県松戸市古ヶ崎４ー３５７９
千葉県 松戸市 ウエルシア松戸五香西店 047-394-0530 千葉県松戸市五香西２ー３７ー１
千葉県 松戸市 ウエルシア　松戸元山薬局 047-385-2401 千葉県松戸市五香南１ー１ー５
千葉県 松戸市 ウエルシア　松戸高塚薬局 047-312-7775 千葉県松戸市高塚新田２３２
千葉県 松戸市 ウエルシア松戸高塚２号店 047-392-3151 千葉県松戸市高塚新田２５１ー１２
千葉県 松戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ 松戸秋山店 047-312-7811 千葉県松戸市高塚新田４１１ー１８
千葉県 松戸市 ウエルシア　ダイエー松戸西口店 047-312-3581 千葉県松戸市根本４ー２
千葉県 松戸市 ドラッグセイムス　東松戸店 047-312-8561 千葉県松戸市紙敷区画整理事業地内４８街区
千葉県 松戸市 イオン北小金店 0473-48-3100 千葉県松戸市小金１番地
千葉県 松戸市 薬マツモトキヨシ 小金店 047-309-6211 千葉県松戸市小金４３５ー１
千葉県 松戸市 クリエイトＳ・Ｄ 松戸小金きよしヶ丘店 047-309-3450 千葉県松戸市小金きよしヶ丘２ー２３ー２
千葉県 松戸市 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ 小金原４丁目店 047-341-7733 千葉県松戸市小金原４ー３６ー７
千葉県 松戸市 薬マツモトキヨシ プラーレ松戸店 047-394-8021 千葉県松戸市松戸１１４９ー１
千葉県 松戸市 ウエルシア松戸駅東口店 047-365-3722 千葉県松戸市松戸１１７７ー１
千葉県 松戸市 シドニー松戸店 047-702-7272 千葉県松戸市松戸１１８１アトレ松戸３Ｆ

千葉県 松戸市 東京ドーム ショップインボックスヒル松戸店 047-364-7185 千葉県松戸市松戸１１８１松戸駅ビル　ボックスヒル５Ｆ

千葉県 松戸市 ドラッグセガミ 松戸店 047-308-6581 千葉県松戸市松戸１２８６－１
千葉県 松戸市 イトーヨーカドー 松戸店 0473-68-5131 千葉県松戸市松戸字向山１１４９ー１

千葉県 松戸市
ドラッグストアマツモトキヨシ マミーマート松戸新田
店

047-330-0081 千葉県松戸市松戸新田３０ー１

千葉県 松戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ 松戸新田店 047-361-5222 千葉県松戸市松戸新田４３２ー１２
千葉県 松戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ 松飛台店 047-388-0061 千葉県松戸市松飛台６８ー１
千葉県 松戸市 薬マツモトキヨシ 北松戸東口駅前店 047-331-0161 千葉県松戸市上本郷８９７ー３
千葉県 松戸市 サンドラッグセブン常盤平店 047-394-5131 千葉県松戸市常盤平３ー１０ー１
千葉県 松戸市 ウエルシア　常盤平店 04-7383-0771 千葉県松戸市常盤平４－８－１９
千葉県 松戸市 薬マツモトキヨシ 新松戸駅前店 047-312-0173 千葉県松戸市新松戸１ー４８３
千葉県 松戸市 ダイエー 新松戸店 0473-46-3111 千葉県松戸市新松戸３ー２ー２
千葉県 松戸市 くすりの福太郎　新松戸店 047-345-9329 千葉県松戸市新松戸７ー２千代田ビル
千葉県 松戸市 くすりの福太郎　馬橋店 047-309-4129 千葉県松戸市西馬橋幸町１３５
千葉県 松戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ 馬橋店 047-346-7100 千葉県松戸市西馬橋蔵元町２５
千葉県 松戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ 松戸千駄堀店 047-349-2300 千葉県松戸市千駄堀１８４３
千葉県 松戸市 クリエイトＳ・Ｄ 松戸大金平店 047-312-0521 千葉県松戸市大金平５ー３６８ー１
千葉県 松戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ 二十世紀が丘店 047-392-6331 千葉県松戸市二十世紀ヶ丘丸山町３８ー４
千葉県 松戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ 八柱駅前店 047-388-6605 千葉県松戸市日暮１ー１５ー１２階
千葉県 松戸市 イトーヨーカドー 八柱店 0473-87-1121 千葉県松戸市日暮１ー１５ー８
千葉県 松戸市 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ 八柱店 047-389-3222 千葉県松戸市日暮５ー５０
千葉県 松戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ 二ツ木店 047-374-5170 千葉県松戸市八ヶ崎８ー３４ー３
千葉県 松戸市 ウエルシア松戸樋野口店 047-308-2125 千葉県松戸市樋野口９３２ー１
千葉県 松戸市 薬マツモトキヨシ 松戸西口駅前店 047-312-5523 千葉県松戸市本町１８ー６壱番館ビル
千葉県 松戸市 トウブドラッグみのり台店 047-703-3162 千葉県松戸市稔台１０１ー１
千葉県 松戸市 ウエルシア　六高台パート２店 047-394-5288 千葉県松戸市六高台７ー２１
千葉県 松戸市 サンドラッグ六高台店 047-394-5212 千葉県松戸市六高台８丁目１３６ー１
千葉県 松戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ 松戸六実店 047-311-2068 千葉県松戸市六実６ー５ー２
千葉県 成田市 イオン成田店 0476-23-8300 千葉県成田市ウイング土屋２４



千葉県 成田市 薬マツモトキヨシ 成田ウイング土屋店 0476-23-6161 千葉県成田市ウイング土屋５６ー２
千葉県 成田市 ＭＥＧＡドン・キホーテ 成田店 0476-20-3711 千葉県成田市ウイング土屋８２

千葉県 成田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 成田はなのき台店 0476-20-5022 千葉県成田市はなのき台１ー２２ー１２

千葉県 成田市 くすりの福太郎ウニクス成田店 0476-20-5229 千葉県成田市はなのき台２ー２５ー１
千葉県 成田市 薬マツモトキヨシ 成田東口駅前店 0476-22-6070 千葉県成田市花崎町８２８ー１１スカイタウン成田１Ｆ
千葉県 成田市 ウエルシア成田公津の杜店 0476-20-8020 千葉県成田市公津の杜３ー２６ー３
千葉県 成田市 イトーヨーカ堂　成田店 0476-27-8111 千葉県成田市公津の杜４ー５ー３
千葉県 成田市 ドラッグセガミ 公津の杜店 0476-20-5326 千葉県成田市公津の杜４ー５成田ユアエルムＢ１Ｆ
千葉県 成田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 成田江弁須店 0476-20-6075 千葉県成田市江弁須１５４－７８

千葉県 成田市 薬マツモトキヨシ 成田東武ホテルエアポート店 0476-33-5023 千葉県成田市取香３２０ー１成田東武ホテルエアポート内

千葉県 成田市 カワチ薬品　三里塚店 0476-35-2300 千葉県成田市西三里塚２４８ー１
千葉県 成田市 カワチ薬品　成田ニュータウン店 0476-28-3951 千葉県成田市赤坂３ー１ー５
千葉県 成田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 成田日吉台店 0476-92-6500 千葉県富里市日吉台２ー１
千葉県 千葉市稲毛区 薬マツモトキヨシ ペリエ稲毛店 043-248-8060 千葉県千葉市稲毛区稲毛東３ー１９ー１１
千葉県 千葉市稲毛区 ウエルシア　千葉園生店 047-207-5858 千葉県千葉市稲毛区園生町８８０ー１
千葉県 千葉市稲毛区 ドラッグストアマツモトキヨシ 千葉作草部店 043-255-3301 千葉県千葉市稲毛区作草部２ー１ー１６
千葉県 千葉市稲毛区 ウエルシア千葉山王店 043-304-2220 千葉県千葉市稲毛区山王町１３４番地１
千葉県 千葉市稲毛区 ドラッグストアマツモトキヨシ 千葉山王店 043-420-1164 千葉県千葉市稲毛区山王町５７ー１
千葉県 千葉市稲毛区 イオン稲毛店 043-251-3211 千葉県千葉市稲毛区小仲台１ー４ー２０
千葉県 千葉市稲毛区 ウエルシア　千葉小仲台店 043-207-5252 千葉県千葉市稲毛区小仲台７－２０－７
千葉県 千葉市稲毛区 ウェルパーク 稲毛長沼店 043-423-9991 千葉県千葉市稲毛区長沼原町９９９１
千葉県 千葉市稲毛区 ウエルシア千葉長沼店 043-215-3688 千葉県千葉市稲毛区長沼町１４６ー１
千葉県 千葉市花見川区 ウエルシア　千葉宮野木台店 043-207-6071 千葉県千葉市花見川区宮野木台３ー１
千葉県 千葉市花見川区 ウエルシア　花見川作新台店 043-215-6037 千葉県千葉市花見川区作新台２ー１ー１
千葉県 千葉市花見川区 サンドラッグ花見川店 043-298-5271 千葉県千葉市花見川区作新台６ー９ー１
千葉県 千葉市花見川区 サンドラッグ宮野木店 043-276-2589 千葉県千葉市花見川区朝日ヶ丘１ー３５ー１０
千葉県 千葉市花見川区 ドラッグストアマツモトキヨシ 宮野木店 043-273-8531 千葉県千葉市花見川区畑町４６８ー１
千葉県 千葉市花見川区 ウエルシア千葉武石店 043-350-3410 千葉県千葉市花見川区武石町２ー６１６
千葉県 千葉市花見川区 ツルハドラッグ 幕張店 043-274-4741 千葉県千葉市花見川区幕張５ー４６４
千葉県 千葉市花見川区 ドン・キホーテ 幕張店 043-271-9911 千葉県千葉市花見川区幕張町１ー７７８２ー１
千葉県 千葉市花見川区 イトーヨーカドー 幕張店 043-274-2512 千葉県千葉市花見川区幕張町４丁目４１７ー２５
千葉県 千葉市若葉区 ドラッグストアマツモトキヨシ 若葉区役所前店 043-235-6533 千葉県千葉市若葉区貝塚２ー２１ー１８
千葉県 千葉市若葉区 ウエルシア千葉桜木店 043-235-6010 千葉県千葉市若葉区桜木４－３２８－３７
千葉県 千葉市若葉区 ドラッグストアマツモトキヨシ 若松町店 043-233-1766 千葉県千葉市若葉区若松町２１５７ー６
千葉県 千葉市若葉区 ドラッグセイムス　小倉町店 043-233-1171 千葉県千葉市若葉区小倉町７８２
千葉県 千葉市若葉区 クリエイトＳ・Ｄ 千葉千城台店 043-236-7511 千葉県千葉市若葉区千城台東３ー１ー１
千葉県 千葉市若葉区 薬マツモトキヨシ ラパーク千城台店 043-236-5210 千葉県千葉市若葉区千城台北３ー２１ー１ー１ー２０
千葉県 千葉市若葉区 ウエルシア　大宮台店 043-300-6122 千葉県千葉市若葉区大宮台１ー３３０９ー１

千葉県 千葉市若葉区 くすりの福太郎都賀駅前店 043-226-3029 千葉県千葉市若葉区都賀３ー１３ー８キャトルセゾン都賀１Ｆ

千葉県 千葉市若葉区 ドラッグストアマツモトキヨシ 東寺山店 043-251-4521 千葉県千葉市若葉区東寺山５７２ー１４
千葉県 千葉市若葉区 ウエルシア千葉東寺山コープ店 043-290-1051 千葉県千葉市若葉区東寺山町４２２－１
千葉県 千葉市中央区 くすりの福太郎 西千葉駅前店 043-203-1829 千葉県千葉市中央区春日２ー２５ー１６　福岡ビル
千葉県 千葉市中央区 いさみや 043-222-4087 千葉県千葉市中央区新千葉１－１－１　ペリエ千葉４Ｆ



千葉県 千葉市中央区 くすりの福太郎仁戸名店 043-305-0429 千葉県千葉市中央区仁戸名町６９８ー１１
千葉県 千葉市中央区 ドラッグセイムス　星久喜店 043-305-8131 千葉県千葉市中央区星久喜町２２７ー１
千葉県 千葉市中央区 ドラッグストアマツモトキヨシ 千葉寺店 043-262-1156 千葉県千葉市中央区千葉寺町１２２３ー１
千葉県 千葉市中央区 イトーヨーカドー 蘇我店 043-268-7511 千葉県千葉市中央区川崎町５２ー７
千葉県 千葉市中央区 ドラッグストアマツモトキヨシ 蘇我南店 043-268-0085 千葉県千葉市中央区蘇我町２ー２１ー１０
千葉県 千葉市中央区 ドン・キホ－テ 市原店 043-305-3031 千葉県千葉市中央区村田町８９３
千葉県 千葉市中央区 なかはら 043-224-5500 千葉県千葉市中央区中央３－１８－６
千葉県 千葉市中央区 ツルハ ツルハドラッグ千葉中央３丁目店 043-308-0268 千葉県千葉市中央区中央３ー３ー１
千葉県 千葉市中央区 ドラッグセイムス　都町店 043-214-0521 千葉県千葉市中央区都町１２２６ー１
千葉県 千葉市中央区 サンドラッグ道場店 043-226-1877 千葉県千葉市中央区道場北２ー１９ー１７
千葉県 千葉市中央区 ツルハ ツルハドラッグ蘇我駅前店 043-209-6268 千葉県千葉市中央区南町２ー１５ー１９
千葉県 千葉市中央区 ドラッグストアマツモトキヨシ フォルテ蘇我店 043-268-5017 千葉県千葉市中央区南町２丁目５番６号
千葉県 千葉市中央区 くすりの福太郎　千葉中央店 043-223-5677 千葉県千葉市中央区富士見２ー２３ー８山野井ビル１Ｆ
千葉県 千葉市中央区 薬マツモトキヨシ 千葉富士見店 043-222-6888 千葉県千葉市中央区富士見町２ー５ー１５
千葉県 千葉市中央区 ラオックス 千葉ポート店 043-307-6801 千葉県千葉市中央区問屋町１番５０号

千葉県 千葉市中央区 ドラッグストアマツモトキヨシ かわまち矢作モール店 043-202-3180 千葉県千葉市中央区矢作町５７ー１

千葉県 千葉市中央区 ドン・キホーテ 千葉中央店 043-202-4351 千葉県千葉市中央区祐光３ー１５９３ー１
千葉県 千葉市美浜区 イオン幕張店 043-350-5511 千葉県千葉市美浜区ひび野１ー３

千葉県 千葉市美浜区 くすりの福太郎海浜幕張店 043-351-7029 千葉県千葉市美浜区ひび野１ー８メッセアミューズモール１Ｆ

千葉県 千葉市美浜区
マツモトキヨシＯＵＴＬＥＴ 三井アウトレットパーク
幕張店

043-298-2055
千葉県千葉市美浜区ひび野２ー９ー３　Ｄ－ＳＩＴＥ１Ｆ５１
８００

千葉県 千葉市美浜区 ドラッグストアマツモトキヨシ ミノリア稲毛海岸店 043-204-5122 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸２ー３ー９

千葉県 千葉市美浜区 イオンマリンピア店 043-277-6111 千葉県千葉市美浜区高洲３ー１３ー１

千葉県 千葉市美浜区 スギドラック 千葉美浜店 043-301-6322
千葉県千葉市美浜区新港３２ー１１ロピア美浜ニューポート店
内

千葉県 千葉市美浜区 サンドラッグ検見川浜駅前店 043-279-4067 千葉県千葉市美浜区真砂４ー２ー５
千葉県 千葉市美浜区 イオンスタイル検見川浜店 043-270-5600 千葉県千葉市美浜区真砂４ー２ー６

千葉県 千葉市美浜区 くすりの福太郎幕張ベイタウン店 043-213-7829
千葉県千葉市美浜区打瀬１－１１－１幕張ベイタウン　アムゼ
１Ｆ

千葉県 千葉市美浜区 イオン幕張新都心店 043-351-8100 千葉県千葉市美浜区豊砂１ー１
千葉県 千葉市緑区 ドラッグストアマツモトキヨシ あすみが丘店 043-205-0260 千葉県千葉市緑区あすみが丘７ー１
千葉県 千葉市緑区 ウエルシア　千葉土気店 043-205-7710 千葉県千葉市緑区あすみが丘東２－１９－３
千葉県 千葉市緑区 ウエルシア千葉おゆみ野店 043-300-3025 千葉県千葉市緑区おゆみ野３ー１

千葉県 千葉市緑区 コスメガーデンビビ 043-226-9241 千葉県千葉市緑区おゆみ野３ー１６ゆみ～る鎌取１Ｆ１０７

千葉県 千葉市緑区 ツルハ 調剤薬局ツルハドラッグ鎌取店 043-292-5308 千葉県千葉市緑区おゆみ野３ー８３ー１
千葉県 千葉市緑区 イオン鎌取店 043-226-9211 千葉県千葉市緑区おゆみ野３丁目１６番地１

千葉県 千葉市緑区 ツルハドラッグ おゆみ野店 043-293-7351
千葉県千葉市緑区おゆみ野中央２ー３ー１ミスターマックスお
ゆみ野ＳＣ１階

千葉県 千葉市緑区 ツルハ ツルハドラッグおゆみ野南店 043-292-4511 千葉県千葉市緑区おゆみ野南５ー７ー２
千葉県 千葉市緑区 サンドラッグおゆみ野店 043-293-6337 千葉県千葉市緑区おゆみ野南６丁目７ー１
千葉県 千葉市緑区 ヤックスドラッグ鎌取店 043-292-4811 千葉県千葉市緑区鎌取町１１４ー３０
千葉県 千葉市緑区 ウエルシア千葉高津戸店 043-295-1512 千葉県千葉市緑区高津戸町８４ー１２
千葉県 千葉市緑区 カワチ薬品　おゆみ野店 043-300-1750 千葉県千葉市緑区大金沢町８８４ー１
千葉県 千葉市緑区 ツルハドラッグ 誉田店 043-293-7771 千葉県千葉市緑区大膳野町３－４マミーマート誉田店内



千葉県 千葉市緑区 ウエルシア　千葉誉田店 043-226-9781 千葉県千葉市緑区誉田町２ー２４ー５４７
千葉県 船橋市 くすりの福太郎　東船橋店 047-460-7729 千葉県　船橋市　東船橋　　　　１－３８－１
千葉県 船橋市 サンドラッグ船橋三咲店 047-407-7821 千葉県船橋市みやぎ台１ー１ー２２
千葉県 船橋市 くすりの福太郎　西船橋南口店 047-420-3531 千葉県船橋市印内町５９４－１　ＮＳＴビル１Ｆ
千葉県 船橋市 ウエルシア船橋夏見１丁目店 047-460-1320 千葉県船橋市夏見１ー１７ー２２
千葉県 船橋市 くすりの福太郎夏見台２丁目店 047-429-7729 千葉県船橋市夏見台２ー２ー６０豊聖第一ビル１Ｆ
千葉県 船橋市 ウエルシア船橋夏見台店 047-429-5560 千葉県船橋市夏見台４ー５ー１３
千葉県 船橋市 スギ薬局 西船橋駅前店 047-420-1521 千葉県船橋市葛飾町２ー３５１
千葉県 船橋市 ウエルシア　船橋咲が丘薬局 047-407-8055 千葉県船橋市咲が丘４ー１ー１
千葉県 船橋市 イオン船橋店 047-420-7200 千葉県船橋市山手１ー１ー８
千葉県 船橋市 ドラッグセガミ 新船橋店 047-420-3371 千葉県船橋市山手３－７－１東武ストア内１Ｆ
千葉県 船橋市 薬局くすりの福太郎　船橋市場通り店 047-460-5531 千葉県船橋市市場４ー２１ー１１
千葉県 船橋市 くすりの福太郎　芝山店 047-402-5529 千葉県船橋市芝山２－１－１
千葉県 船橋市 ドラッグストアマツモトキヨシ 船橋芝山店 047-469-8581 千葉県船橋市芝山３ー６ー１
千葉県 船橋市 サンドラッグ東習志野店 047-455-5571 千葉県船橋市習志野５ー２ー１
千葉県 船橋市 薬マツモトキヨシ 北習志野駅前店 047-402-1701 千葉県船橋市習志野台２ー１ー６
千葉県 船橋市 サンドラッグ北習志野店 0474-65-0996 千葉県船橋市習志野台２ー６ー１８タイセイビル１Ｆ
千葉県 船橋市 ウエルシア　習志野台５丁目店 047-496-6977 千葉県船橋市習志野台５ー４０ー３６
千葉県 船橋市 薬局くすりの福太郎 船橋法典店 047-303-6330 千葉県船橋市上山町１ー１２８ー１
千葉県 船橋市 薬局くすりの福太郎　行田店 047-420-0229 千葉県船橋市西船２ー２８ー１

千葉県 船橋市 くすりの福太郎　津田沼店 047-470-3229 千葉県船橋市前原西２ー１３ー１３アロー津田沼駅前ビル１Ｆ

千葉県 船橋市 トモズ津田沼パルコ店 047-489-5300 千葉県船橋市前原西２ー１９ー１

千葉県 船橋市 ローズマリー 津田沼店 047-477-9280 千葉県船橋市前原西２ー１９ー１津田沼パルコレッツＡ館３Ｆ

千葉県 船橋市 スギドラッグ 津田沼駅北店 047-409-8861 千葉県船橋市前原西２ー３８ー１０
千葉県 船橋市 くすりの福太郎前原店 047-490-2929 千葉県船橋市前原西８ー２４ー１
千葉県 船橋市 スギ薬局 津田沼店 047-403-3921 千葉県船橋市前原東２ー２３ー１
千葉県 船橋市 薬局くすりの福太郎 船橋日大前店 047-410-8029 千葉県船橋市坪井東３ー９ー３
千葉県 船橋市 カワチ薬品　船橋坪井店 047-457-5030 千葉県船橋市坪井東４ー４ー１
千葉県 船橋市 ウエルシア船橋田喜野井店 047-456-6566 千葉県船橋市田喜野井６ー２３ー２
千葉県 船橋市 ドラッグストアマツモトキヨシ 法典駅前店 047-337-3385 千葉県船橋市藤原１ー１２０ー１
千葉県 船橋市 スギドラッグ 船橋藤原店 047-712-0900 千葉県船橋市藤原１ー３ー３０
千葉県 船橋市 サンドラッグ藤原店 047-429-0311 千葉県船橋市藤原３ー３６ー１

千葉県 船橋市 薬マツモトキヨシ ららぽーとＴＯＫＹＯーＢＡＹ店 047-421-7745
千葉県船橋市浜町２ー１ー１ららぽーとＴＯＫＹＯーＢＡＹ西
館１Ｆ

千葉県 船橋市 くすりの福太郎 ビビット南船橋店 047-495-2521 千葉県船橋市浜町２ー２ー７ビビットスクエア１階
千葉県 船橋市 ドラッグストアマツモトキヨシ 船橋北本町店 047-460-3075 千葉県船橋市北本町２ー６１ー１０
千葉県 船橋市 ドラッグセイムス　本郷町店 047-302-7311 千葉県船橋市本郷町５３４ー１
千葉県 船橋市 薬マツモトキヨシ 下総中山駅前店 047-302-5500 千葉県船橋市本中山２ー１６ー１
千葉県 船橋市 ドラッグストアマツモトキヨシ 原木中山店 047-335-8700 千葉県船橋市本中山７ー１９ー３
千葉県 船橋市 くすりの福太郎　船橋ＦＡＣＥ２店 047-460-0229 千葉県船橋市本町１－３－１ＦＡＣＥビル２１０号
千葉県 船橋市 薬局くすりの福太郎 船橋ＦＡＣＥ店 047-460-8311 千葉県船橋市本町１－３－１船橋ＦＡＣＥ店
千葉県 船橋市 ドン・キホーテ 船橋南口店 047-495-9211 千葉県船橋市本町１丁目７－６
千葉県 船橋市 スギドラッグ 船橋本町店 047-468-8061 千葉県船橋市本町２ー１ー３０船橋１０４号ビル１Ｆ
千葉県 船橋市 イトーヨーカドー 船橋店 0474-25-1511 千葉県船橋市本町７ー６ー１



千葉県 匝瑳市 ウエルシア匝瑳八日市場店 0479-70-1780 千葉県匝瑳市八日市場イ７０１ー１
千葉県 匝瑳市 ドラッグストアマツモトキヨシ 八日市場店 0479-73-7555 千葉県匝瑳市八日市場ハ字赤塚９３９ー１
千葉県 袖ケ浦市 ウエルシア袖ヶ浦横田店 0438-75-7781 千葉県袖ヶ浦市横田２６３２ー１
千葉県 袖ケ浦市 ウエルシア袖ヶ浦奈良輪店 0438-63-8031 千葉県袖ヶ浦市奈良輪１４１６
千葉県 大網白里市 イオン大網白里店 0475-73-2817 千葉県大網白里市みやこ野１ー１ー２
千葉県 大網白里市 ドラッグストアマツモトキヨシ 大網白里店 0475-73-0261 千葉県大網白里市駒込４２３ー１
千葉県 大網白里市 ツルハ ツルハドラッグ大網白里店 0475-70-2682 千葉県大網白里市大網２３９
千葉県 銚子市 ウエルシア銚子笠上町店 0479-20-2552 千葉県銚子市笠上町６８７０ー１
千葉県 銚子市 イオン銚子店 0479-20-0100 千葉県銚子市三崎町２丁目２６６０ー１
千葉県 銚子市 カワチ薬品　銚子北店 047-924-6340 千葉県銚子市四日市場町２３４
千葉県 銚子市 カワチ薬品　銚子店 0479-22-5793 千葉県銚子市南小川町７３０
千葉県 長生郡睦沢町 ヤックスドラッグ睦沢店 0475-40-9377 千葉県長生郡睦沢町上之郷２０３５
千葉県 東金市 ウエルシア　東金押堀店 0475-50-0271 千葉県東金市押堀３３

千葉県 東金市 ドラッグストアマツモトキヨシ せんどう東金プラザ店 0475-53-1388 千葉県東金市家徳２８０ー１

千葉県 東金市 ドラッグセイムス　東金田間店 0475-50-0065 千葉県東金市田間字倉の内５１５ー１
千葉県 東金市 ドラッグストアマツモトキヨシ 東金東上宿店 0475-55-5101 千葉県東金市東上宿６ー８１
千葉県 南房総市 ウエルシア南房総富浦店 0470-20-4200 千葉県南房総市富浦町原岡９５１ー１
千葉県 柏市 ウエルシア　柏しいの木台店 047-330-6220 千葉県柏市しいの木台２丁目１番
千葉県 柏市 薬局くすりの福太郎　柏西口店 04-7141-3959 千葉県柏市旭町１ー１ー５浜島ビル１Ｆ
千葉県 柏市 薬マツモトキヨシ 柏旭町店 04-7147-0045 千葉県柏市旭町４ー６ー２
千葉県 柏市 ドラッグストアマツモトキヨシ 柏加賀店 04-7176-4121 千葉県柏市加賀１ー１８４６ー１
千葉県 柏市 サンドラッグ花野井店 0471-33-3238 千葉県柏市花野井６８１
千葉県 柏市 くすりの福太郎花野井店 04-7137-0529 千葉県柏市花野井７０２ー１
千葉県 柏市 ドラッグストアマツモトキヨシ 柏高柳駅前店 04-7193-5026 千葉県柏市高柳１５２０ー３１８街区ー８
千葉県 柏市 ハックドラッグ ららぽーと柏の葉店 04-7136-8889 千葉県柏市若紫１７ららぽーと柏の葉１Ｆ１１３０
千葉県 柏市 ドラッグストアマツモトキヨシ 柏酒井根店 04-7170-5005 千葉県柏市酒井根２ー２ー１
千葉県 柏市 くすりの福太郎柏の葉店 04-7137-6629 千葉県柏市十余二３８０ー３５中央２１１街区１３
千葉県 柏市 ドラッグストアマツモトキヨシ 柏の葉公園店 04-7137-2380 千葉県柏市十余二５７５ー５０
千葉県 柏市 サンドラッグ柏松葉町店 047-135-6676 千葉県柏市松葉町２ー１５ー１
千葉県 柏市 カワチ薬品　柏中央店 04-7168-5070 千葉県柏市千代田２ー１１ー２６
千葉県 柏市 ドラッグストアマツモトキヨシ 柏千代田店 04-7166-5031 千葉県柏市千代田３ー７ー１６
千葉県 柏市 ウエルシア　沼南店 04-7190-1813 千葉県柏市大島田３０５－５
千葉県 柏市 イトーヨーカドー セブンアリオ柏店 04-7191-8280 千葉県柏市大島田９５０ー１
千葉県 柏市 ウエルシア柏の葉キャンパス店 04-7137-3015 千葉県柏市中十余二３９７番地１中央１８２街区３

千葉県 柏市 ドラッグストアマツモトキヨシ ピアシティ柏中新宿店 04-7170-8105 千葉県柏市中新宿３ー１１ー１

千葉県 柏市 ドラッグストアマツモトキヨシ フィールズ南柏店 04-7172-1155 千葉県柏市南柏中央６ー７フィールズ南柏ＨＡＬＬー１

千葉県 柏市 ビックカメラ柏店 04-7165-1111 千葉県柏市柏１ー１ー２０
千葉県 柏市 サンドラッグ柏南口駅前店 04-7160-3375 千葉県柏市柏１ー２ー３１
千葉県 柏市 薬マツモトキヨシ 柏二番街店 04-7168-2122 千葉県柏市柏１ー２ー３３
千葉県 柏市 ドン・キホーテ　柏駅前店 0471-64-3810 千葉県柏市柏１－３－１
千葉県 柏市 薬マツモトキヨシ 柏東口駅前店 04-7167-7056 千葉県柏市柏２ー２ー２浅野ビル　２階
千葉県 柏市 ＭＥＧＡドンキ 柏店 04-7141-1611 千葉県柏市富里３ー３ー２
千葉県 柏市 スギドラッグ 柏豊四季店 04-7141-7810 千葉県柏市豊四季２２７ー１



千葉県 柏市 ウエルシア 柏豊四季店 04-7141-2530 千葉県柏市豊四季２６９ー９
千葉県 柏市 ドラッグストアマツモトキヨシ 新柏店 04-7174-6600 千葉県柏市豊住１ー３
千葉県 柏市 イオン柏店 04-7143-3205 千葉県柏市豊町２ー５ー２５
千葉県 柏市 ウエルシア北柏店 04-7160-2750 千葉県柏市北柏４丁目３－１２
千葉県 柏市 ウエルシア　名戸ヶ谷薬局 04-7165-7773 千葉県柏市名戸ヶ谷８５７ー２
千葉県 白井市 サンドラッグ白井東店 047-497-5081 千葉県白井市根７３ー３

千葉県 白井市 ドラッグストアマツモトキヨシ 千葉ニュータウン店 047-491-5531 千葉県白井市桜台１ー１ー１３

千葉県 白井市 カワチ薬品　白井店 047-492-7461 千葉県白井市笹塚１ー１ー１
千葉県 白井市 ウエルシア西白井店 047-498-3933 千葉県白井市清水口１ー１ー２６
千葉県 白井市 ドラッグストアマツモトキヨシ 白井店 0474-44-0179 千葉県白井市富士１０２ー１
千葉県 白井市 サンドラッグ白井店 047-441-2651 千葉県白井市富士字栄１２９ー２３
千葉県 八街市 カワチ薬品　八街店 043-443-3134 千葉県　八街市　八街ほ　　　　７４１－１
千葉県 八街市 サンドラッグ東吉田店 043-440-1851 千葉県八街市東吉田８１８ー２９
千葉県 八街市 ドラッグセイムス　八街朝日店 043-442-7571 千葉県八街市八街に２５２－６
千葉県 八街市 ドラッグストアマツモトキヨシ 八街榎戸店 043-441-1015 千葉県八街市八街ろ１６６ー２５
千葉県 八街市 サンドラッグ八街店 043-440-3109 千葉県八街市八街ろ１６９ー１
千葉県 八千代市 くすりの福太郎 八千代台西口店 047-480-7729 千葉県　八千代市　八千代台西　１－６－１
千葉県 八千代市 ドラッグストアマツモトキヨシ 八千代中央店 0474-82-0545 千葉県八千代市ゆりのき台３ー１ー３
千葉県 八千代市 サンドラッグ勝田台店 047-483-3581 千葉県八千代市勝田台１ー３４ー１

千葉県 八千代市 ドラッグストアマツモトキヨシ 勝田台店 047-485-6300
千葉県八千代市勝田台１丁目３１番７号ＴＳＵＴＡＹＡビル１
階

千葉県 八千代市 ＭＥＧＡドン・キホーテ 八千代１６号バイパス店 047-483-1511 千葉県八千代市村上１２４５

千葉県 八千代市 イトーヨーカドー 八千代店 047-487-0521 千葉県八千代市村上南１－３－１

千葉県 八千代市
ドラッグストアマツモトキヨシ フルルガーデン八千代
店

047-405-1231 千葉県八千代市村上南１丁目４番地１

千葉県 八千代市 くすりの福太郎大和田駅前店 047-485-6329 千葉県八千代市大和田３０７ー１４
千葉県 八千代市 ドン・キホーテ 八千代店 047-480-4211 千葉県八千代市大和田新田１３８ー６
千葉県 八千代市 ウエルシア八千代大和田店 047-486-1623 千葉県八千代市大和田新田３４４－１
千葉県 八千代市 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ 西八千代店 047-458-2511 千葉県八千代市大和田新田４０３ー１
千葉県 八千代市 サンドラッグ八千代緑ヶ丘店 047-480-3150 千葉県八千代市大和田新田７２ー２
千葉県 八千代市 ギンザビビ八千代台店 047-484-6822 千葉県八千代市八千代台東１ー１ー１０ユアエルム１階
千葉県 八千代市 ウエルシア八千代台東店 047-486-0010 千葉県八千代市八千代台東２ー７ー１
千葉県 八千代市 イオン八千代緑ヶ丘店 047-458-0647 千葉県八千代市緑が丘２ー１ー３
千葉県 八千代市 ドラッグストアマツモトキヨシ 八千代緑ヶ丘店 047-458-8151 千葉県八千代市緑ヶ丘４ー１ー２
千葉県 富津市 ウエルシア富津大貫店 0439-80-5061 千葉県富津市西大和田１３４０
千葉県 富津市 イオンドラッグふっつ店 0439-80-1800 千葉県富津市青木１丁目５番地１
千葉県 富津市 カワチ薬品　富津店 0439-87-6525 千葉県富津市大堀８８９ー２８
千葉県 富里市 ｐｅｔｉｔｃｏｌｌｅ富里店 0476-37-4490 千葉県富里市七栄１００５ー５
千葉県 茂原市 ツルハ ツルハドラッグ早野店 0475-27-1212 千葉県茂原市綱島８８５ー１
千葉県 茂原市 カワチ薬品茂原店 0475-25-1951 千葉県茂原市小林１６０６ー１０
千葉県 茂原市 ヤックスドラッグ茂原谷本店 0475-22-7861 千葉県茂原市谷本１８１０ー１
千葉県 茂原市 ツルハ ツルハドラッグ茂原東部台店 0475-20-2680 千葉県茂原市東部台３ー６ー２
千葉県 茂原市 ツルハ ツルハドラッグ本納店 0475-30-5411 千葉県茂原市法目２４２０ー１

千葉県 茂原市
ドラッグストアマツモトキヨシ 茂原マーケットプレイ
ス店

0475-22-3310 千葉県茂原市茂原１０



千葉県 茂原市 ドン・キホーテ茂原店 0475-27-5411 千葉県茂原市茂原１５７５ー２
千葉県 茂原市 ｐｅｔｉｔｃｏｌｌｅ茂原店 0475-20-1738 千葉県茂原市木崎２２７２
千葉県 茂原市 ツルハ ツルハドラッグ茂原店 0475-22-7811 千葉県茂原市六ツ野３８７０
千葉県 茂原市 ウエルシア茂原ライフガーデン店 0475-20-0550 千葉県茂原市六ツ野字八貫野２７８５ー１
千葉県 木更津市 カワチ薬品ほたる野店 0438-98-7350 千葉県木更津市ほたる野４－３－２
千葉県 木更津市 アピタ　木更津店 0438-97-2710 千葉県木更津市ほたる野４ー２ー４８
千葉県 木更津市 クリエイトＳ・Ｄ 木更津港南台店 0438-30-6581 千葉県木更津市港南台４ー１ー２
千葉県 木更津市 ツルハ ツルハドラッグ桜井店 0438-37-7433 千葉県木更津市桜井新町４ー３ー１
千葉県 木更津市 ヤックスドラッグ木更津清見台店 0438-20-3733 千葉県木更津市清見台１ー１７ー２０
千葉県 木更津市 ドラッグストアマツモトキヨシ 清見台東店 0438-30-5233 千葉県木更津市清見台東３ー１ー３
千葉県 木更津市 ドン・キホーテ 木更津店 0438-30-6811 千葉県木更津市請西南２ー２１ー２
千葉県 木更津市 イオン木更津店 0438-38-8600 千葉県木更津市築地１ー４
千葉県 木更津市 ドラッグストアマツモトキヨシ 木更津店 0438-20-8155 千葉県木更津市木更津３ー２ー１６
千葉県 野田市 スギ薬局 野田つつみ野店 04-7126-1560 千葉県野田市つつみ野１丁目１番２ウニクス野田店内
千葉県 野田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 野田花井店 04-7126-2600 千葉県野田市花井１９７

千葉県 野田市 スギ薬局 野田七光台店 04-7197-3186
千葉県野田市光葉町１ー６ベルクスステーションモール七光台
１Ｆ

千葉県 野田市 ベイシア野田さくらの里店 04-7162-1025 千葉県野田市桜の里２－１
千葉県 野田市 くすりの福太郎　野田山崎店 04-7121-3929 千葉県野田市山崎新町１ー１２
千葉県 野田市 ウエルシア　野田七光台店 04-7127-7330 千葉県野田市七光台４ー２
千葉県 野田市 ドラッグストアセキ 川間店 04-7127-7770 千葉県野田市七光台４４９ー１
千葉県 野田市 イオンノア店 0471-22-8100 千葉県野田市中根３６ー１
千葉県 野田市 ウエルシア野田関宿店 04-7198-5680 千葉県野田市木間ケ瀬６７５ー１
千葉県 野田市 スギドラッグ 野田下町店 04-7186-7300 千葉県野田市野田４９番地の３０
千葉県 野田市 サンドラッグ野田店 04-7125-5126 千葉県野田市野田７２１ー１
千葉県 野田市 スギ薬局 野田愛宕店 04-7125-2121 千葉県野田市野田８３６
千葉県 流山市 イトーヨーカドー 流山店 04-7158-5211 千葉県流山市　　　　　　　　　流山９丁目８００ー２
千葉県 流山市 ウエルシア　流山薬局 04-7150-1320 千葉県流山市加１ー１３ー５

千葉県 流山市 ドラッグストアマツモトキヨシ アクロスプラザ流山店 04-7142-8055 千葉県流山市向小金１丁目２４１番１号

千葉県 流山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 江戸川台店 04-7154-1333 千葉県流山市江戸川台東２ー６ー２

千葉県 流山市
ドラッグストアマツモトキヨシ ＬＥＶＥＮおおたかの
森店

04-7158-7018 千葉県流山市市野谷５８５ー１

千葉県 流山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 初石店 04-7152-6661 千葉県流山市西初石２ー９０ー４
千葉県 流山市 ウエルシア　流山おおたかの森店 04-7178-2800 千葉県流山市西初石５ー９９ー３

千葉県 流山市 おおたかの森店 04-7156-6910
千葉県流山市西初石６ー１８５ー２流山おおたかの森Ｓ・Ｃ１
階

千葉県 流山市 ウエルシア流山西平井店 04-7140-7005 千葉県流山市大字西平井１４４３番地（西Ａ２３街区２０）

千葉県 流山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 西平井店 04-7157-7070 千葉県流山市大字西平井３６５
千葉県 流山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 流山南店 04-7157-6114 千葉県流山市大字木２５１

千葉県 流山市 ウエルシア　流山野々下店 04-7141-7022 千葉県流山市野々下３ー７５６ー１

東京都 あきる野市 ツルハドラッグ あきる野とうきゅう店 042-532-3268 東京都あきる野市秋川１ー１７ー１

東京都 あきる野市 サンドラッグ秋川店 042-518-2790 東京都あきる野市秋川４ー１ー１
東京都 あきる野市 サンドラッグあきる野店 042-550-6441 東京都あきる野市秋留１ー６ー８
東京都 稲城市 ウェルパーク 稲城向陽台店 042-370-2616 東京都稲城市向陽台２－１－４
東京都 稲城市 ドラッグストアマツモトキヨシ 稲城向陽台店 042-370-0227 東京都稲城市向陽台３丁目８番１号



東京都 稲城市 ウエルシア 稲城若葉台アクロスプラザ店 042-350-6602 東京都稲城市若葉台１丁目５５番地
東京都 稲城市 調剤薬局ツルハドラッグ フレスポ若葉台店 042-350-6351 東京都稲城市若葉台２ー４フレスポ若葉台１Ｆ
東京都 稲城市 サンドラッグ稲城若葉台店 042-350-6702 東京都稲城市若葉台３ー１０
東京都 稲城市 ウエルシア 南多摩駅前店 042-370-0281 東京都稲城市大丸１００７ー２
東京都 稲城市 サンドラッグ東長沼店 042-370-0057 東京都稲城市東長沼１７３０ー６
東京都 稲城市 ドラッグストアマツモトキヨシ 稲城上平尾店 042-350-6264 東京都稲城市平尾１１３９番地上平尾５４番街区５号
東京都 稲城市 ドラッグセイムス　稲城平尾店 042-350-8505 東京都稲城市平尾２－１－１
東京都 稲城市 ドラッグストアマツモトキヨシ アメリア稲城店 042-378-3066 東京都稲城市矢野口２２８４ー１
東京都 羽村市 ドラッグセイムス　小作駅東口店 042-570-1813 東京都羽村市小作台１ー３ー４
東京都 羽村市 サンドラッグ羽村神明台店 042-578-5166 東京都羽村市神明台２ー２ー３
東京都 羽村市 スギドラッグ コピオ羽村店 042-570-5651 東京都羽村市神明台２ー３ー１３
東京都 葛飾区 どらっぐぱぱす 柴又三丁目店 03-3627-1193 東京都葛飾区　　　　　　　　　柴又３－４－６

東京都 葛飾区 ドラッグセガミ 青砥店 03-3838-5917
東京都葛飾区　　　　　　　　　青戸　３ー３６ー１
京成ユアエルム青戸店１Ｆ

東京都 葛飾区 ドン・キホーテ 青戸店 03-5629-4611 東京都葛飾区　　　　　　　　　青戸３－１－１
東京都 葛飾区 ユニバーサルドラッグ 立石駅前店 03-5672-2256 東京都葛飾区　　　　　　　　　立石１－１９－８
東京都 葛飾区 どらっぐぱぱすお花茶屋駅前店 03-3604-4193 東京都葛飾区お花茶屋１ー１８ー１１
東京都 葛飾区 どらっぐぱぱす　奥戸店 03-3696-4193 東京都葛飾区奥戸３ー２２ー９
東京都 葛飾区 ウエルシア　葛飾奥戸店 03-5672-4770 東京都葛飾区奥戸５ー５ー１
東京都 葛飾区 ウエルシア葛飾亀有店 03-3838-6998 東京都葛飾区亀有２ー１６ー１
東京都 葛飾区 サンドラッグ プラム亀有駅前店 03-5629-3355 東京都葛飾区亀有３ー２６ー１
東京都 葛飾区 イトーヨーカドー 亀有店 03-3838-7721 東京都葛飾区亀有３ー４９ー３
東京都 葛飾区 ザ・コスモス　Ａｒｉｏ亀有店 03-3603-3090 東京都葛飾区亀有３ー４９ー３
東京都 葛飾区 ツルハ ツルハドラッグ亀有店 03-5650-3268 東京都葛飾区亀有４ー２ー３
東京都 葛飾区 コスメティック　さかえや 03-3605-1388 東京都葛飾区亀有５－３１－７
東京都 葛飾区 イトーヨーカドー 高砂店 03-3659-7171 東京都葛飾区高砂３ー１２ー５
東京都 葛飾区 イトーヨーカドー 四つ木店 03-3694-8811 東京都葛飾区四つ木２ー２１ー１
東京都 葛飾区 ドラッグストアマツモトキヨシ 新柴又駅前店 03-3659-5771 東京都葛飾区柴又４ー３２ー１４
東京都 葛飾区 くすりの福太郎新小岩店 03-5678-5029 東京都葛飾区新小岩１ー４９ー１新富ビル１Ｆ
東京都 葛飾区 薬マツモトキヨシ ルミエール新小岩店 03-3674-5399 東京都葛飾区新小岩１－３９ー６タツクビル
東京都 葛飾区 ウエルシア葛飾水元店 03-3826-4461 東京都葛飾区水元４ー１０ー２３
東京都 葛飾区 ミネ薬局 新小岩北口店 03-3691-2431 東京都葛飾区西新小岩１ー１０ー１
東京都 葛飾区 どらっぐぱぱす　新小岩店 03-5670-4193 東京都葛飾区西新小岩１ー７ー９西新小岩ハイツ１Ｆ

東京都 葛飾区 ココカラファイン新小岩北口店 03-3693-2801 東京都葛飾区西新小岩１丁目３番１１号フォーラム新小岩１階

東京都 葛飾区 どらっぐぱぱす西新小岩店 03-3694-8588 東京都葛飾区西新小岩４ー１０ー４
東京都 葛飾区 スギドラッグ 葛飾青戸店 03-6662-9350 東京都葛飾区青戸４ー２１ー１６
東京都 葛飾区 ココカラファイン 金町店 03-5648-2510 東京都葛飾区東金町１ー２３ー２渋沢金町ビル１階
東京都 葛飾区 薬マツモトキヨシ 金町駅北口店 03-5660-8020 東京都葛飾区東金町１ー４３ー１常総金町ビル１Ｆ
東京都 葛飾区 どらっぐぱぱす東立石店 03-3693-9393 東京都葛飾区東立石２ー１２ー１０
東京都 葛飾区 トモズお花茶屋店 03-5654-6822 東京都葛飾区宝町２ー３４ー１６
東京都 葛飾区 ウエルシア　葛飾立石店 03-5671-3822 東京都葛飾区立石５－７－１９

東京都 江戸川区 ドラッグセイムス　瑞江店 03-5243-7074
東京都江戸川区　　　　　　　　瑞江２－５－３
グレイス瑞江ビル１Ｆ

東京都 江戸川区 くすりの福太郎西葛西店 03-5679-6788 東京都江戸川区　　　　　　　　西葛西６－２１－９
東京都 江戸川区 くすりの福太郎船堀店 03-5878-3455 東京都江戸川区　　　　　　　　船堀４－６－６



東京都 江戸川区 くすりの福太郎小岩店 03-5693-7029 東京都江戸川区　　　　　　　　南小岩７－２７－３
東京都 江戸川区 くすりの福太郎京成小岩店 03-5612-1081 東京都江戸川区　　　　　　　　北小岩６－１７－１

東京都 江戸川区 くすりの福太郎一之江店 03-5663-7747
東京都江戸川区一之江　　　　　３－２－２
一之江Ｓビル　１階

東京都 江戸川区 ウエルシア　江戸川一之江店 03-5661-7717 東京都江戸川区一之江７ー７３ー５
東京都 江戸川区 ウエルシア　江戸川鹿骨店 03-5664-1531 東京都江戸川区鹿骨４ー２ー９
東京都 江戸川区 ドン・キホーテ ピカソ篠崎駅前店 03-5664-2911 東京都江戸川区篠崎町２ー６ー５
東京都 江戸川区 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ 船堀店 03-3686-8721 東京都江戸川区春江町５丁目１１番４号
東京都 江戸川区 どらっぐぱぱす　江戸川区役所前店 03-5607-4193 東京都江戸川区松島１－４１－２０
東京都 江戸川区 ドラッグセガミ 新小岩店 03-5678-7165 東京都江戸川区松島３－１４－７
東京都 江戸川区 ドン・キホーテ　ラパーク瑞江店 03-3698-3810 東京都江戸川区瑞江２－１－２
東京都 江戸川区 どらっぐぱぱす瑞江駅前店 03-3679-9341 東京都江戸川区瑞江２ー３ー３第一田中工業所ビル１Ｆ
東京都 江戸川区 ドラッグストアマツモトキヨシ 西瑞江店 03-3679-0633 東京都江戸川区瑞江４ー２０ー１７
東京都 江戸川区 ツルハ ツルハドラッグ西一之江店 03-5678-7351 東京都江戸川区西一之江４ー１１ー１
東京都 江戸川区 トモズ西葛西店 03-5667-1337 東京都江戸川区西葛西　　　　　６－９－１２
東京都 江戸川区 イオン葛西店 03-3675-5111 東京都江戸川区西葛西３ー９ー１９
東京都 江戸川区 サンドラッグ西葛西店 03-5659-2680 東京都江戸川区西葛西４ー２ー２８
東京都 江戸川区 ウエルシア　一本堂　西葛西北口店 03-5679-6315 東京都江戸川区西葛西５ー２ー１０牧山ビル１Ｆ
東京都 江戸川区 サンドラッグ小岩北口店 03-5622-3216 東京都江戸川区西小岩１ー２１ー１
東京都 江戸川区 イトーヨーカドー 小岩駅前店 03-3673-3777 東京都江戸川区西小岩１ー２４ー１
東京都 江戸川区 ツルハ ツルハドラッグ船堀店 03-5667-6321 東京都江戸川区船堀１丁目７番５号芝本船堀第５ビル
東京都 江戸川区 どらっぐぱぱす船堀店 03-3869-4493 東京都江戸川区船堀４－１６－２０
東京都 江戸川区 くすりの福太郎江戸川中央店 03-5663-0429 東京都江戸川区中央１ー９ー１５
東京都 江戸川区 スギ薬局 江戸川中央店 03-5661-2715 東京都江戸川区中央３ー１２ー１４
東京都 江戸川区 ウエルシア　江戸川中葛西店 03-5679-7817 東京都江戸川区中葛西６ー８ー１１
東京都 江戸川区 くすりの福太郎東葛西店 03-5679-0129 東京都江戸川区東葛西５ー９ー１７
東京都 江戸川区 イトーヨーカドー 葛西店 03-5675-1101 東京都江戸川区東葛西９－３－３
東京都 江戸川区 くすりの福太郎　南葛西店 03-5667-2929 東京都江戸川区南葛西４－２１－７
東京都 江戸川区 ツルハドラッグ 南葛西店 03-5679-6675 東京都江戸川区南葛西４ー１１ー５
東京都 江戸川区 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ 南葛西店 03-3877-5253 東京都江戸川区南葛西５丁目７番４号
東京都 江戸川区 ウェルパ－ク 南葛西店 03-3675-2361 東京都江戸川区南葛西６ー２０
東京都 江戸川区 サンドラッグ南篠崎店 03-5664-3323 東京都江戸川区南篠崎町２ー４８ー７
東京都 江戸川区 ウエルシア江戸川瑞江駅前店 03-5664-1151 東京都江戸川区南篠崎町３ー１ー３
東京都 江戸川区 ドラッグぱぱす　南小岩店 03-3650-4193 東京都江戸川区南小岩３ー２４ー１３

東京都 江戸川区 スギ薬局 南小岩店 03-5876-7951
東京都江戸川区南小岩６ー２７ー１６Ｔｈｅ　Ｄｏｍｅ　池田
ビル２Ｆ

東京都 江戸川区 くすりの福太郎小岩駅前店 03-5612-1729 東京都江戸川区南小岩７－２７－５　２Ｆ
東京都 江戸川区 ドン・キホーテ ピカソ小岩駅前店 03-5612-0581 東京都江戸川区南小岩７ー２７ー１８
東京都 江戸川区 どらっぐぱぱす平井駅前店 03-3612-1193 東京都江戸川区平井５ー２１ー３
東京都 江戸川区 くすりの福太郎北葛西店 03-5667-6510 東京都江戸川区北葛西３ー５ー５
東京都 江戸川区 ドン・キホ－テ 葛西店 03-5667-7611 東京都江戸川区北葛西４－１４－１　２階
東京都 江戸川区 ツルハ ツルハドラッグ北葛西４丁目店 03-5679-0686 東京都江戸川区北葛西４ー８ー８
東京都 江戸川区 クリエイトＳ・Ｄ 江戸川本一色店 03-5678-8627 東京都江戸川区本一色１ー１０ー１３
東京都 江東区 イトーヨーカドー 木場店 03-5606-5111 東京都　江東区　　　　　　　　　木場１ー５ー３０
東京都 江東区 ドン・キホーテ 亀戸店 03-5858-2411 東京都江東区　　　　　　　　　亀戸１－４０－２
東京都 江東区 スギドラッグ 亀戸店 03-5858-9386 東京都江東区亀戸２ー１ー１２コモディイイダ亀戸店内



東京都 江東区 薬マツモトキヨシ 亀戸駅前店 03-5609-6221 東京都江東区亀戸２ー２０ー７
東京都 江東区 ハックドラッグ 亀戸店 03-5628-1189 東京都江東区亀戸２２３２

東京都 江東区 東京生活館　亀戸店 03-5858-9717 東京都江東区亀戸２ー４２ー６日神パレステージ亀戸第二１Ｆ

東京都 江東区 美の店　シドニー亀戸店 03-3638-2230 東京都江東区亀戸５ー１ー１アトレビル１Ｆ
東京都 江東区 トモズ亀戸東口店 03-6231-2011 東京都江東区亀戸６－５７－２４
東京都 江東区 どらっぐぱぱす 南砂町駅前店 03-5677-0510 東京都江東区新砂３ー１ー９
東京都 江東区 くすりの福太郎森下駅前店 03-5669-6818 東京都江東区森下　　　　　　　１－１２－８
東京都 江東区 スギドラッグ 江東千石店 03-6659-8591 東京都江東区千石１ー５ー１２
東京都 江東区 ダイエー 大島店 03-3682-1161 東京都江東区大島４ー６ー１

東京都 江東区 スギ薬局 大島店 03-5628-2261 東京都江東区大島４丁目５番１４号プラウド西大島１０２

東京都 江東区 くすりの福太郎大島駅前店 03-5836-5529 東京都江東区大島６ー８ー２５
東京都 江東区 ウエルシアダイエー東大島店 03-5609-7048 東京都江東区大島７ー３８ー３０
東京都 江東区 イオン東雲店 03-6221-3400 東京都江東区東雲１ー９ー１０
東京都 江東区 光伸真珠 東京支店 03-3527-8818 東京都江東区東雲２ー３ー１７光伸真珠東京支店２階
東京都 江東区 サンドラッグ東砂店 03-5633-7405 東京都江東区東砂１ー３ー３８１Ｆ

東京都 江東区 薬局くすりの福太郎南砂店 03-5677-5071
東京都江東区南砂　　　　　　　５－３－４
永楽ビル

東京都 江東区 ドラッグストアマツモトキヨシ 南砂店 03-3646-8777 東京都江東区南砂３ー９ー３
東京都 江東区 イオン南砂店 03-5677-3500 東京都江東区南砂６丁目１５番
東京都 江東区 薬マツモトキヨシ 東陽町店 03-5683-4531 東京都江東区南砂町２ー６ー３２階
東京都 江東区 薬マツモトキヨシ 白河３丁目店 03-3642-3941 東京都江東区白河３ー４ー３ー１０４
東京都 江東区 スギドラッグ 江東冨岡店 03-5875-8010 東京都江東区冨岡２ー６ー１１

東京都 江東区 ハックドラッグ ららぽーと豊洲店 03-3531-5289
東京都江東区豊洲２－１－１４アーバンドックららぽーと豊洲
アネックス１階

東京都 江東区 どらっぐぱぱす 豊洲フォレシア店 03-3533-4088 東京都江東区豊洲３ー２ー２４豊洲フォレシア
東京都 江東区 薬マツモトキヨシ 豊洲店 03-6220-0882 東京都江東区豊洲３ー４ー８
東京都 江東区 イトーヨーカドー 北砂店 03-5634-5260 東京都江東区北砂２丁目１７ー１
東京都 江東区 くすりの福太郎門前仲町店 03-5646-8051 東京都江東区門前仲町１－４－８プラザ門前仲町１Ｆ

東京都 江東区 ココカラファイン 門前仲町店 03-6854-4295 東京都江東区門前仲町２ー５ー１１アカクラビル１Ｆ　２Ｆ

東京都 江東区 くすりの福太郎　門前仲町２丁目店 03-5639-1529 東京都江東区門前仲町２－３－９仲町山屋ビル
東京都 港区 ドラッグストアマツモトキヨシ 白金高輪店 03-5795-2515 東京都港区高輪１ー３ー１３ＮＢＦ高輪ビル１Ｆ
東京都 港区 ココカラファイン 三田店 03-5439-6754 東京都港区芝５ー２５ー１１
東京都 港区 ドラッグストアスマイル　芝浦海岸通店 03-6459-4117 東京都港区芝浦４－１３－２３ＭＳ芝浦ビル１Ｆ

東京都 港区 エルメド・ボーテ新橋店 03-3501-6956 東京都港区新橋２－１６－１　　ニュ―新橋ビル１階１０９号

東京都 港区 ビックカメラ赤坂見附駅店 03-6230-1111 東京都港区赤坂３ー１ー６
東京都 港区 トモズ　赤坂店 03-3586-7480 東京都港区赤坂４－２－８　　　金春ビル
東京都 港区 薬マツモトキヨシ 赤坂Ｂｉｚタワー店 03-5574-6172 東京都港区赤坂５ー３ー１赤坂ＢｉｚタワーＢ１０ー２

東京都 港区 トモズエクスプレス 東京ミッドタウン店 03-5413-3118 東京都港区赤坂９ー７ー２ミッドタウンイーストＢーＢ１０２

東京都 港区 ラオックス デックス東京ビーチ台場店 03-6426-0091
東京都港区台場１ー６ー１デックス東京ビーチアイランドモー
ル３Ｆ

東京都 港区 ｍｕｓｅｅ　ｄｅ　ｐｅａｕ アクアシティお台場店 03-3599-2530 東京都港区台場１ー７ー１アクアシティお台場３Ｆ



東京都 港区 汐留ドラッグ 03-5568-7707
東京都港区東新橋１－９－１東京汐留ビルディング（ペディ汐
留）地下１階

東京都 港区 薬マツモトキヨシ 南青山店 03-5413-4725 東京都港区南青山２ー２７ー２７丸八青山ビル
東京都 港区 スギ薬局 南青山店 03-5771-4663 東京都港区南青山３ー８ー４０青山センタービル１Ｆ
東京都 港区 プラチナ　ドン・キホーテ 白金台店 03-5447-6921 東京都港区白金台３ー１５ー５
東京都 港区 ツルハドラッグ 白金台店 03-5475-1321 東京都港区白金台３ー１５ー６マスレンビル１Ｆ
東京都 港区 ミネ薬局 世界貿易センタ－ビル店 03-5401-1248 東京都港区浜松町２－４－１世界貿易センタービル１Ｆ
東京都 港区 薬マツモトキヨシ 青山店 03-6418-5195 東京都港区北青山３ー１２ー７カプリース青山ビル１Ｆ
東京都 港区 くすりの福太郎　麻布十番店 03-5765-5629 東京都港区麻布十番２ー３ー９
東京都 港区 ウエルシア麻布十番店 03-5439-5237 東京都港区麻布十番２ー９ー２
東京都 港区 ドン・キホーテ 六本木店 03-5786-0811 東京都港区六本木３ー１４ー１０

東京都 港区 くすりの福太郎六本木５丁目店 03-5772-1729 東京都港区六本木５ー１０ー２５ＥＸけやき坂ビルＬ棟１Ｆ

東京都 港区 薬マツモトキヨシ 六本木店 03-3470-6244 東京都港区六本木６ー１ー２６４階

東京都 荒川区 ドレミ 03-3809-5611
東京都荒川区　　　　　　　　　荒川７－５０－９
サンポップマチヤ１Ｆ

東京都 荒川区 一本堂　三ノ輪店 03-5604-0171 東京都荒川区　　　　　　　　　南千住１－１３－１
東京都 荒川区 どらっぐぱぱす町屋店 03-3809-4193 東京都荒川区町屋３－１９－１３
東京都 荒川区 ドン・キホーテ 町屋店 03-5855-8011 東京都荒川区町屋６ー３２ー２１
東京都 荒川区 ウェルパ－ク 東日暮里一丁目店 03-6458-3756 東京都荒川区東日暮里１ー４２ー３

東京都 荒川区 薬マツモトキヨシ 三河島駅前店 03-5615-3022
東京都荒川区東日暮里３ー４０ー１３ニュートーキョー三河島
ビル

東京都 荒川区 スギドラッグ 東尾久店 03-5901-9205 東京都荒川区東尾久４ー８ー１１
東京都 荒川区 薬局くすりの福太郎南千住店 03-5604-1782 東京都荒川区南千住４ー７ー１Ｗｅｌｓｈｉｐ１Ｆ
東京都 荒川区 薬マツモトキヨシ 荒川南千住店 03-5615-3424 東京都荒川区南千住６ー２７ー１０
東京都 荒川区 くすりの福太郎　南千住７丁目店 03-5615-1729 東京都荒川区南千住７－２３－１０
東京都 国分寺市 サンドラッグ国分寺西町店 042-580-0831 東京都国分寺市西町３ー２４ー１１
東京都 国分寺市 ＭＣＳ国分寺マルイ店 042-300-0221 東京都国分寺市南町３ー２０ー３国分寺マルイ１階
東京都 国分寺市 薬マツモトキヨシ セレオ国分寺店 042-327-1024 東京都国分寺市南町３丁目２０番３号
東京都 国分寺市 サンドラッグ国分寺日吉店 042-300-2122 東京都国分寺市日吉町３ー１４ー２８
東京都 国分寺市 セイジョー国分寺並木店 042-320-2351 東京都国分寺市並木町１ー２４ー１２
東京都 国分寺市 サンドラッグ国分寺本町店 042-300-1707 東京都国分寺市本町２ー１１ー５矢野ビル１階
東京都 国分寺市 ドン・キホーテ ピカソ国分寺店 042-320-5411 東京都国分寺市本町２ー２ー８

東京都 国分寺市 スギ薬局 国分寺駅北口店 042-312-4806 東京都国分寺市本町四丁目１３番６号　セントラルビル１階

東京都 国立市 Ｓｕｐｅｒ　Ｖａｌｕｅ 国立店 042-843-0751 東京都国立市谷保３１４３番地１
東京都 国立市 ツルハドラッグ 国立店 042-580-2888 東京都国立市中１ー１７ー２７関口第三ビル１Ｆ
東京都 国立市 サンドラッグ国立南口２Ｆ店 042-580-4416 東京都国立市中１丁目８ー４３　２Ｆ
東京都 国立市 サンドラッグ富士見台店 042-577-1410 東京都国立市富士見台１ー８ー４
東京都 国立市 ウェルパーク 国立矢川店 042-580-1571 東京都国立市富士見台３－３６－１０
東京都 狛江市 ウェルパーク 狛江松原店 03-3489-4222 東京都狛江市中和泉２ー１ー５
東京都 狛江市 スギドラッグ狛江店 03-5761-5931 東京都狛江市和泉本町三丁目３１番１１号
東京都 三鷹市 薬マツモトキヨシ 三鷹台駅前店 0422-72-5020 東京都三鷹市井の頭２丁目１番１７号石伊ビル弐
東京都 三鷹市 サンドラッグ三鷹井口店 0422-34-5710 東京都三鷹市井口３ー６ー１２
東京都 三鷹市 トモズ　三鷹南口店 0422-79-1288 東京都三鷹市下連雀３ー３２ー１９
東京都 三鷹市 ウエルシア　三鷹下連雀店 0422-79-8845 東京都三鷹市下連雀３丁目３０ー８
東京都 三鷹市 ドラッグストアマツモトキヨシ 三鷹新川店 03-5315-7510 東京都三鷹市新川１丁目３番２５号



東京都 三鷹市 ツルハドラッグ 三鷹店 0422-70-5761 東京都三鷹市新川５ー１５ー３
東京都 三鷹市 スギドラッグ 三鷹深大寺店 0422-26-1304 東京都三鷹市深大寺１丁目１４ー３７
東京都 三鷹市 サンドラッグ三鷹牟礼店 0422-41-6177 東京都三鷹市牟礼５ー８ー１１
東京都 三鷹市 ドン・キホーテ 三鷹店 0422-39-3311 東京都三鷹市野崎　　　　　　　１－２４
東京都 渋谷区 ヨコタ薬局 03-3461-1917 東京都渋谷区　　　　　　　　　宇田川町２４番１０号
東京都 渋谷区 トモズ渋谷並木橋店 03-6427-9926 東京都渋谷区３－１０－１２渋谷Ｒサンケイビル１Ｆ
東京都 渋谷区 くすりの福太郎 渋谷センター街店 03-5784-2729 東京都渋谷区宇多川町２２ー４渋谷センター街ビル１Ｆ
東京都 渋谷区 薬マツモトキヨシ 渋谷Ｐａｒｔ１店 03-3463-1130 東京都渋谷区宇田川町２２ー３４階
東京都 渋谷区 薬マツモトキヨシ 渋谷Ｐａｒｔ２店 03-5459-7373 東京都渋谷区宇田川町２３ー４
東京都 渋谷区 アインズ＆トルペ 渋谷センター街店 03-6416-0301 東京都渋谷区宇田川町２４ー２
東京都 渋谷区 ドン・キホーテ 渋谷店 03-5428-0211 東京都渋谷区宇田川町２８ー６
東京都 渋谷区 ツルハ ツルハドラッグ渋谷センター街店 03-5728-6266 東京都渋谷区宇田川町３４ー１
東京都 渋谷区 薬マツモトキヨシ 恵比寿駅東口店 03-5447-5006 東京都渋谷区恵比寿１ー１０ー１０
東京都 渋谷区 Ｋポート恵比寿東口店 03-3442-4348 東京都渋谷区恵比寿１ー８ー５
東京都 渋谷区 ココカラファイン恵比寿店 03-6892-0101 東京都渋谷区恵比寿西１ー２ー１エビスマンション１Ｆ

東京都 渋谷区 スギドラッグ 代官山店 03-6416-3435 東京都渋谷区恵比寿西１ー３４ー１７ＺａＨｏｕｓｅビル１階

東京都 渋谷区 Ｋポートエクセレント店 03-3477-0678
東京都渋谷区恵比寿西１ー９ー５恵比寿会館エクセレントホテ
ル１Ｆ

東京都 渋谷区 ショップイン　アトレ恵比寿店 03-5475-8393 東京都渋谷区恵比寿南１ー５ー５　アトレ恵比寿５Ｆ

東京都 渋谷区 どらっぐぱぱす　広尾店 03-3473-9311
東京都渋谷区広尾５ー１６ー２ＫＩＴＡＭＵＲＡ６５ＫＡＮ１
Ｆ

東京都 渋谷区 サンドラッグ笹塚南口店 035790-0561 東京都渋谷区笹塚１ー２２ー３
東京都 渋谷区 ミネ医薬品 ミネドラッグフレンテ笹塚店 03-5738-8527 東京都渋谷区笹塚１ー４７ー１フレンテ笹塚１Ｆ
東京都 渋谷区 トルペ 原宿クエスト店 03-5775-0561 東京都渋谷区神宮前１ー１３ー１４クエストビル内

東京都 渋谷区 薬マツモトキヨシ 原宿駅表参道口店 03-5413-3066 東京都渋谷区神宮前１ー１４ー２５クロスアベニュー原宿

東京都 渋谷区 薬マツモトキヨシ 原宿竹下通り店 03-3423-5115 東京都渋谷区神宮前１ー１６ー７２階
東京都 渋谷区 ウェルパ－ク 原宿竹下通り店 03-6434-0946 東京都渋谷区神宮前１ー１６ー８
東京都 渋谷区 ビックカメラセレクト原宿店 03-6804-1111 東京都渋谷区神宮前１ー１９ー２４
東京都 渋谷区 コクミンドラッグ 原宿店 03-5786-0593 東京都渋谷区神宮前一丁目８番１号
東京都 渋谷区 ＠ｃｏｓｍｅ　ｓｔｏｒｅ 渋谷マルイ店 03-5728-5844 東京都渋谷区神南１ー２２ー６渋谷マルイ５Ｆ
東京都 渋谷区 ハックドラッグ 代官山ディセ店 03-5728-1189 東京都渋谷区代官山町１７ー６アドレスディセ１Ｆ
東京都 渋谷区 サンドラッグ渋谷店 03-3463-4932 東京都渋谷区道玄坂２ー３ー１渋谷駅前ビル３階
東京都 渋谷区 ドラッグストアピュマージ渋谷道玄坂下店１Ｆ 03-5784-0450 東京都渋谷区道玄坂２ー５ー１　１Ｆ

東京都 渋谷区 ミネドラッグ 幡ヶ谷店 03-3379-2175 東京都渋谷区幡ヶ谷２ー７ー２幡ヶ谷ニューセンタービル１Ｆ

東京都 小金井市 サンドラッグ小金井梶野町店 0422-59-0186 東京都小金井市梶野町１ー７ー３２
東京都 小金井市 サンドラッグ貫井北店 042-386-8381 東京都小金井市貫井北町２ー１０ー１９
東京都 小金井市 サンドラッグ武蔵小金井駅前店 042-386-7301 東京都小金井市本町５ー１１ー２
東京都 小金井市 ＭＥＧＡドン・キホーテ 武蔵小金井駅前店 042-385-3810 東京都小金井市本町５ー１１ー２
東京都 小金井市 イトーヨーカドー 武蔵小金井店 042-382-1211 東京都小金井市本町６－１４－９

東京都 小平市 ハックドラッグ 小平小川東店 042-349-0889
東京都小平市　　　　　　　　　小川東町
１－６－２０

東京都 小平市 ウェルパーク 花小金井駅前店 0424-67-0631 東京都小平市花小金井１ー８ー３
東京都 小平市 ウェルパ－ク 小平店 042-328-1321 東京都小平市回田町１００－１
東京都 小平市 サンドラッグ一ツ橋学園店 042-343-5361 東京都小平市学園東町１ー６ー３



東京都 小平市 ドン・キホ－テ 小平府中街道店 042-349-3031 東京都小平市小川東町　　　　　１－５－２２
東京都 小平市 ウエルシア ダイエー小平店 042-349-3705 東京都小平市小川東町２ー１２ー１
東京都 小平市 クリエイトＳ・Ｄ 小平中島町店 042-349-3251 東京都小平市中島町３１ー１７
東京都 昭島市 ザ・ビッグ昭島店 042-546-9538 東京都昭島市宮沢町５００ー１
東京都 昭島市 サンドラッグ昭島松原町店 042-549-7090 東京都昭島市松原町１ー４ー１３
東京都 昭島市 イトーヨーカドー 拝島店 042-543-5511 東京都昭島市松原町３－２－１２
東京都 昭島市 サンドラッグ中神店 042-500-0318 東京都昭島市中神町１３８０ー１
東京都 昭島市 サンドラッグ中神二丁目店 042-500-6930 東京都昭島市中神町２ー１６ー６
東京都 昭島市 ウエルシア 昭島朝日町店 042-500-4506 東京都昭島市朝日町二丁目３番１９号
東京都 昭島市 イトーヨーカドー 昭島店 0425-46-1411 東京都昭島市田中町５６２ー１
東京都 昭島市 薬マツモトキヨシ モリタウン昭島店 042-549-1036 東京都昭島市田中町５６２ー１本館１Ｆ

東京都 昭島市 サンドラッグ西武立川店 042-549-0522 東京都昭島市美堀町１ー１ー１ヤオコー西武立川駅前店２階

東京都 新宿区 ドン・キホーテ 新宿東口本店 03-5291-9211 東京都新宿区歌舞伎町１ー１６ー５
東京都 新宿区 ドン・キホーテ 新宿明治通り店 03-5155-3121 東京都新宿区戸山３ー１６ー６
東京都 新宿区 ドン・キホーテ 高田馬場駅前店 03-5286-7711 東京都新宿区高田馬場１ー２６ー５

東京都 新宿区 スギ薬局 高田馬場店 03-5155-8910
東京都新宿区高田馬場１丁目４番１５号三井生命高田馬場ビル
１階

東京都 新宿区 薬マツモトキヨシ 高田馬場二丁目店 03-5155-5310 東京都新宿区高田馬場２ー１４ー２新陽ビル１０３
東京都 新宿区 トモズ高田馬場店 03-5337-7785 東京都新宿区高田馬場３ー１２ー２
東京都 新宿区 ツルハ ツルハドラッグ高田馬場店 03-5338-6805 東京都新宿区高田馬場３ー３ー３ＮＩＡビル１Ｆ・２Ｆ
東京都 新宿区 クリエイトＳ・Ｄ 新宿牛込北町店 03-5227-5285 東京都新宿区細工町１ー１８

東京都 新宿区 くすりの福太郎市谷田町店 03-5206-3329 東京都新宿区市谷田町２ー２ー５ニッセイ市ヶ谷田町ビル１階

東京都 新宿区 くすりの福太郎市ヶ谷店 03-5227-8129 東京都新宿区市谷八幡町８ＴＫＰ市ヶ谷ビル１Ｆ

東京都 新宿区 くすりの福太郎市谷柳町店 03-5367-9031 東京都新宿区市谷柳町３７マージュ市谷柳町Ｂ１Ｆー１Ｆ

東京都 新宿区 ツルハ ツルハドラッグ新宿上落合店 03-5338-7410 東京都新宿区上落合３ー８ー２５
東京都 新宿区 ラオックス新宿本店 03-5362-7018 東京都新宿区新宿３ー１ー２０
東京都 新宿区 ＰｉｕＭａｇｉ 新宿マルイアネックス店 03-5362-1599 東京都新宿区新宿３ー１ー２６　４階
東京都 新宿区 薬マツモトキヨシ 新宿三丁目店 03-3226-8618 東京都新宿区新宿３ー１７ー３４階
東京都 新宿区 龍生堂 新宿店 03-3356-3013 東京都新宿区新宿３ー２１ー６
東京都 新宿区 薬マツモトキヨシ 新宿東口店 03-5360-4231 東京都新宿区新宿３ー２２ー６２階
東京都 新宿区 サンドラッグ新宿通り店２Ｆ 03-5366-5762 東京都新宿区新宿３ー２６ー１４
東京都 新宿区 サンドラッグ新宿中央東口店２Ｆ 03-5361-7037 東京都新宿区新宿３ー２６ー２三平中央口ビル２階
東京都 新宿区 ビックロ 03-3226-1111 東京都新宿区新宿３ー２９ー１
東京都 新宿区 アインズ＆トルペ 新宿東口店 03-5925-8566 東京都新宿区新宿３ー３６ー１０ミラザ新宿ビル２階
東京都 新宿区 ＠ｃｏｓｍｅ　ｓｔｏｒｅ ルミネエスト新宿店 03-5369-3355 東京都新宿区新宿３ー３８ー１ルミネエストＢ２Ｆ

東京都 新宿区
ＴＨＥ　ＣＯＳＭＥＴＩＣ ＴＥＲＲＡＣＥ　Ｄｒｅｓ
ｓＣｏｄｅ

03-3348-5178 東京都新宿区新宿３ー３８ー２ルミネ新宿２　６Ｆ

東京都 新宿区 サンドラッグ新宿東口店　２Ｆ 03-5269-1151 東京都新宿区新宿３丁目２２ー４　２Ｆ
東京都 新宿区 ＬＡＢＩ新宿東口館 03-3359-5566 東京都新宿区新宿３丁目２３番７号
東京都 新宿区 ドン・キホーテ 新宿東南口店 03-5367-9611 東京都新宿区新宿３丁目３６ー１６
東京都 新宿区 みすず薬局花道通り店 03-3202-7564 東京都新宿区新宿５－１８－８
東京都 新宿区 龍生堂 東新宿店 03-3226-0954 東京都新宿区新宿５ー１１ー４
東京都 新宿区 薬マツモトキヨシ 神楽坂店 03-5227-4072 東京都新宿区神楽坂２ー１０神楽ヒルズ１Ｆ
東京都 新宿区 ココカラファイン 神楽坂上店 03-5227-7077 東京都新宿区神楽坂５ー２４タイヨウビル



東京都 新宿区 くすりの福太郎神楽坂店 03-5225-3529 東京都新宿区神楽坂５ー２８シュエット神楽坂１Ｆ
東京都 新宿区 ヨドバシカメラ 　新宿西口本店 03-3346-1010 東京都新宿区西新宿１ー１１ー１
東京都 新宿区 アインズ＆トルペ 京王百貨店新宿店 03-6279-0464 東京都新宿区西新宿１ー１ー４京王百貨店新宿店２Ｆ

東京都 新宿区
＠ｃｏｓｍｅ　ｓｔｏｒｅ ｍｉｋｋｅ！　ルミネ新宿
店

03-6279-0620 東京都新宿区西新宿１ー１ー５ルミネ１新宿地下２Ｆ

東京都 新宿区 薬マツモトキヨシ 新宿西口店 03-5324-2060 東京都新宿区西新宿１ー１８ー６西新宿ユニオンビル１階

東京都 新宿区 サンドラッグ新宿西口駅前店 03-6911-2777 東京都新宿区西新宿１ー２ー１１　２Ｆ
東京都 新宿区 サンドラッグ新宿西口店 03-5909-7555 東京都新宿区西新宿１ー４ー２

東京都 新宿区 ビックカメラ新宿西口店 03-5326-1111
東京都新宿区西新宿１ー５ー１小田急新宿西口駅前ビル（小田
急ハルク）

東京都 新宿区 どらっぐぱぱす西新宿店 03-3373-4193 東京都新宿区西新宿４ー１ー１０東建ニューハイツ西新宿１Ｆ

東京都 新宿区 トモズ西新宿五丁目店 03-6300-0103 東京都新宿区西新宿５ー２５ー１１和光堂西新宿ビル
東京都 新宿区 ドラッグセイムス　西新宿６丁目店 03-6302-3291 東京都新宿区西新宿６ー１６ー６タツミビル

東京都 新宿区
ＣＯＳーＭＥＤＩ　Ｓｔａｔｉｏｎ 西新宿メトロピア
店

03-5330-1251 東京都新宿区西新宿６ー７ー５１（丸ノ内線西新宿駅構内）

東京都 新宿区 ココカラファイン 西新宿７丁目店 03-5337-8510 東京都新宿区西新宿７ー２ー４新宿喜楓ビル１Ｆ

東京都 新宿区 スギ薬局 西新宿医大前店 03-5937-8381
東京都新宿区西新宿８丁目５番１号野村不動産西新宿共同ビル
１階

東京都 新宿区 ドン・キホ－テ 新宿店 03-5292-7511 東京都新宿区大久保　　　　　　１－１２－６
東京都 新宿区 薬マツモトキヨシ 大久保一丁目店 03-5155-4514 東京都新宿区大久保１ー４ー１７
東京都 新宿区 ココカラファイン 神楽坂中里町店 03-5229-0352 東京都新宿区中里町６パークハイム神楽坂１Ｆ
東京都 新宿区 クリエイトＳ・Ｄ 新宿早稲田店 03-5292-5191 東京都新宿区馬場下町１ー１早稲田ＳＩＡビル１階
東京都 新宿区 龍生堂薬局 大久保店 03-3364-4540 東京都新宿区百人町１ー１５ー１８
東京都 新宿区 イトーヨーカドー 新宿富久店 03-3353-8811 東京都新宿区富久町１７番地２

東京都 新宿区 ウエルシア新宿牛込店 03-5229-6770
東京都新宿区北山伏町１ー２ダイワロイヤル新宿区北山伏町ビ
ル１階

東京都 新宿区 スギ薬局 北新宿３丁目店 03-5332-7991 東京都新宿区北新宿３丁目４ー１

東京都 杉並区 トモズ西荻窪駅前店 03-3394-3959
東京都杉並区　　　　　　　　　西荻窪北３－２０－２
２階

東京都 杉並区 スギ薬局 阿佐ヶ谷店 03-5305-3395 東京都杉並区阿佐ヶ谷南１ー３６ー４三幸ビル１階
東京都 杉並区 サンドラッグ プラム阿佐ヶ谷駅前店 03-5378-8167 東京都杉並区阿佐ヶ谷南１ー４８ー１２デルコビル１Ｆ

東京都 杉並区 薬マツモトキヨシ 阿佐ヶ谷パールセンター店 03-5305-4532
東京都杉並区阿佐谷南１ー３５ー１２Ｈａｎａｂｕｓａ　ＢＬ
Ｄ

東京都 杉並区 ツルハ ツルハドラッグ下井草駅前店 03-5303-7815 東京都杉並区下井草２ー４０ー１４下井草二丁目ビル
東京都 杉並区 スギ薬局 高井戸店 03-5336-6910 東京都杉並区宮前１ー２０ー２９
東京都 杉並区 サンドラッグ杉並宮前店 03-5336-0251 東京都杉並区宮前５ー１５ー２１
東京都 杉並区 ツルハ ツルハドラッグ高円寺店 03-5305-6178 東京都杉並区高円寺南３ー５７ー１０湘南堂ビル１Ｆ

東京都 杉並区 ココカラファイン 高円寺店 03-5327-5267
東京都杉並区高円寺北２ー２１ー１　リリベ－ル高円寺スクエ
ア１Ｆ

東京都 杉並区 サンドラッグ プラム高円寺店 03-5373-3261 東京都杉並区高円寺北２ー６ー２
東京都 杉並区 サンドラッグ高円寺庚申通り店 03-5356-2141 東京都杉並区高円寺北３ー２３
東京都 杉並区 サンドラッグ今川店 03-5303-5451 東京都杉並区今川３ー５ー１
東京都 杉並区 ウエルシア杉並松ノ木店 03-5929-3770 東京都杉並区松ノ木２－４１－７
東京都 杉並区 スギドラッグ 上井草店 03-6913-9531 東京都杉並区上井草２ー３ー２

東京都 杉並区 薬マツモトキヨシ 荻窪店 03-5347-2502 東京都杉並区上荻１ー２３ー１７クレヴィアリグゼ荻窪１Ｆ



東京都 杉並区 ココカラファイン 荻窪西店 03-5347-4691 東京都杉並区上荻１－１６－６第２丸三ビル

東京都 杉並区 ココカラファイン 荻窪北店 03-5397-9401
東京都杉並区上荻１ー９ー１荻窪タウンセブンビル青梅街道側
１Ｆ

東京都 杉並区 なかがわ薬局八幡山店 03-5316-9321 東京都杉並区上高井戸１ー８ー４
東京都 杉並区 ミネドラッグ 西荻窪駅前店 03-3394-1861 東京都杉並区西荻北３－１－７
東京都 杉並区 ドン・キホーテ 荻窪駅前店 03-5335-6611 東京都杉並区天沼３ー２ー８
東京都 杉並区 トモズ　東高円寺店 03-5305-3670 東京都杉並区南高円寺１ー７ー４
東京都 杉並区 サンドラッグ新高円寺店 03-3311-0122 東京都杉並区梅里２ー１ー１９リバーフラット１Ｆ
東京都 杉並区 ドンキホーテ 環七方南町店 03-5301-0311 東京都杉並区方南１ー２８Ｂ１階

東京都 世田谷区 ミネ薬品 経堂店 03-3427-4818
東京都世田谷区　　　　　　　　経堂１－１９－１０
セントラル経堂ビル

東京都 世田谷区 トモズ　駒沢駅前店 03-5712-5200
東京都世田谷区　　　　　　　　上馬４－４－５
エクセルハイム駒沢１Ｆ

東京都 世田谷区 ウェルパ－ク 世田谷鎌田店 03-6805-6191 東京都世田谷区鎌田３ー４
東京都 世田谷区 クスリのナカヤマ 喜多見駅前店 03-5727-1030 東京都世田谷区喜多見８ー１８ー１２コーポ真木２Ｆ
東京都 世田谷区 ココカラファイン 経堂コルティ店 03-5426-3945 東京都世田谷区経堂２ー１ー３３

東京都 世田谷区 スギ薬局 弦巻店 03-5426-3685 東京都世田谷区弦巻３ー８ー１２ランバハイム桜新町１階

東京都 世田谷区 ウェルパ－ク 桜新町店 03-5451-1631 東京都世田谷区弦巻４ー１５ー１６
東京都 世田谷区 トモズ三軒茶屋店 03-6453-4161 東京都世田谷区三軒茶屋１ー３９ー７
東京都 世田谷区 ピカソ 三軒茶屋店 03-5712-2511 東京都世田谷区三軒茶屋２－１２－１２
東京都 世田谷区 くすりの福太郎三軒茶屋店 03-5433-0329 東京都世田谷区三軒茶屋２ー１４ー８
東京都 世田谷区 ドン・キホーテ世田谷若林店 03-5779-4811 東京都世田谷区若林３ー１ー１８
東京都 世田谷区 ドラッグストアマツモトキヨシ 上野毛店 03-5752-7602 東京都世田谷区上野毛１ー１９ー１メゾン上野毛
東京都 世田谷区 ドラッグストアマツモトキヨシ 深沢不動前店 03-5758-3210 東京都世田谷区深沢４ー１８ー１３
東京都 世田谷区 どらっぐぱぱす世田谷１丁目店 03-3429-0800 東京都世田谷区世田谷１－２５－３
東京都 世田谷区 サンドラッグ赤堤店 03-5355-4725 東京都世田谷区赤堤３ー２４ー４
東京都 世田谷区 スギドラッグ 下高井戸店 03-6379-2631 東京都世田谷区赤堤５ー３０ー１０ハウス下高井戸１階
東京都 世田谷区 ウエルシア　世田谷千歳台二丁目店 03-5490-7008 東京都世田谷区千歳台二丁目１４番８号
東京都 世田谷区 クリエイトＳ・Ｄ 世田谷船橋店 03-5490-7261 東京都世田谷区船橋４ー１０ー１
東京都 世田谷区 ココカラファイン 祖師ヶ谷大蔵駅前店 03-5429-0250 東京都世田谷区祖師谷３ー３３ー１０
東京都 世田谷区 サンドラッグ祖師谷店 03-5429-2140 東京都世田谷区祖師谷３ー３６ー３０

東京都 世田谷区 ミネ薬品 三軒茶屋店 03-3412-5598
東京都世田谷区太子堂　　　　　４－２３－２
文化ビル１Ｆ

東京都 世田谷区 サンドラッグ三軒茶屋店 03-5431-3751 東京都世田谷区太子堂２ー１５ー４
東京都 世田谷区 ココカラファイン 茶沢通り店 03-5431-7271 東京都世田谷区太子堂２ー１６ー７
東京都 世田谷区 サンドラッグ池尻店 03-5779-8258 東京都世田谷区池尻３ー２７ー２４
東京都 世田谷区 トモズ上野毛店 03-3704-2051 東京都世田谷区中町２ー２３ー１０
東京都 世田谷区 どらっぐぱぱす世田谷中町店 03-5706-4193 東京都世田谷区中町３ー２ー１７
東京都 世田谷区 クスリのナカヤマ 千歳烏山店 03-5969-1414 東京都世田谷区南烏山５丁目１９ー１３　１Ｆ
東京都 世田谷区 ツルハ ツルハドラッグ千歳烏山店 03-5314-1807 東京都世田谷区南烏山６ー３ー３サニーサイドビル１階
東京都 世田谷区 ドン・キホ－テ 環八世田谷店 03-5316-7551 東京都世田谷区八幡山３－３９
東京都 世田谷区 ココカラファイン 尾山台店 03-5707-7058 東京都世田谷区尾山台３ー２２ー７
東京都 世田谷区 ミネドラッグ 下北沢南店 03-5779-8253 東京都世田谷区北沢２－１２－１４大内ビル１Ｆ
東京都 世田谷区 ツルハドラッグ 下北沢南口店 03-5432-7268 東京都世田谷区北沢２ー１５ー１４
東京都 世田谷区 ツルハドラッグ 柿の木坂店 03-5712-2680 東京都世田谷区野沢３－３－９メモアール柿の木坂１Ｆ
東京都 世田谷区 ココカラファイン 用賀駅前店 03-5491-7879 東京都世田谷区用賀４ー１１ー７リバブル用賀ビル



東京都 清瀬市 西友　新清瀬店 0424-95-9500 東京都清瀬市元町１ー４ー５
東京都 清瀬市 スギ薬局 清瀬店 042-494-6371 東京都清瀬市元町２丁目２６番１４号
東京都 清瀬市 ココカラファイン 清瀬店 0424-96-7106 東京都清瀬市松山１－１０－１
東京都 清瀬市 ウェルパーク 秋津駅前店 042-495-8760 東京都清瀬市野塩１－３２７－１
東京都 西多摩郡瑞穂町 ドラッグセイムス　石畑店 042-570-6781 東京都西多摩郡瑞穂町むさし野２－５４－４
東京都 西多摩郡瑞穂町 ドン・キホ－テ 多摩瑞穂店 042-539-7611 東京都西多摩郡瑞穂町むさし野３ー１１ー３
東京都 西多摩郡瑞穂町 ジョイフル本田 ＨＣ瑞穂店 042-568-2311 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷４４２

東京都 西多摩郡日の出町 イオン日の出店 0425-97-6308 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木５５７番地

東京都 西東京市 ハックドラッグ 田無駅前薬局 0424-51-5789
東京都西東京市　　　　　　　　田無町４－２－１１
オリエス指田ビル１Ｆ

東京都 西東京市 薬マツモトキヨシ 保谷北口駅前店 0424-21-6821 東京都西東京市下保谷４ー１３ー２４
東京都 西東京市 ドラッグストアマツモトキヨシ 新ひばりが丘店 0424-63-7808 東京都西東京市谷戸町２ー１ー８０
東京都 西東京市 スギドラッグ 西東京北原町店 042-451-5855 東京都西東京市北原町三丁目３ー５４
東京都 青梅市 ドラッグセイムス　青梅河辺店 0428-30-7441 東京都青梅市河辺町７ー７ー１
東京都 青梅市 ツルハ ツルハドラッグ青梅今井店 0428-30-5268 東京都青梅市今井３丁目１０番９
東京都 青梅市 ドラッグストアマツモトキヨシ 青梅野上店 0428-24-9571 東京都青梅市師岡町３ー２３ー１２
東京都 青梅市 サンドラッグ青梅新町店 0428-32-9279 東京都青梅市新町４ー３０ー２
東京都 青梅市 ウエルシアラーレ青梅新町店 0428-30-3301 東京都青梅市新町９丁目２０１６－１
東京都 青梅市 ドラッグセイムス　青梅藤橋店 0428-32-5001 東京都青梅市藤橋２ー５６１ー４

東京都 千代田区 霞ヶ関コモンゲートドラッグ 03-5511-7707
東京都千代田区霞が関３－２－１霞が関コモンゲート　西館１
階

東京都 千代田区 薬マツモトキヨシ アキバ店 03-5209-1061 東京都千代田区外神田１ー４ー１３
東京都 千代田区 ラオックス秋葉原本店２Ｆ 03-3253-7113 東京都千代田区外神田１－２－９２Ｆ

東京都 千代田区 薬マツモトキヨシ 末広町店 03-5297-4014 東京都千代田区外神田３丁目１６番１５号ＮＢＣ秋葉原ビル

東京都 千代田区 ドン・キホ－テ 秋葉原店 03-5298-5411 東京都千代田区外神田４ー３ー３

東京都 千代田区 ＭＣＳグランスタ丸の内店 03-6268-0705
東京都千代田区丸の内１ー９ー１ＪＲ東日本東京駅構内地下１
階改札外グランスタ丸の内　内

東京都 千代田区 アインズ＆トルペ 東京駅店 03-3212-5280 東京都千代田区丸の内１－９－１東京駅一番街１階
東京都 千代田区 丸の内マイプラザドラッグ 03-3201-1235 東京都千代田区丸の内２－１－１明治安田生命ビル３階

東京都 千代田区 スギドラッグ 岩本町店 03-5823-4961 東京都千代田区岩本町３ー８ー１６ＮＭＦ神田岩本町ビル１階

東京都 千代田区 くすりの福太郎　九段北店 03-3234-6130
東京都千代田区九段北４ー１ー３日本ビルディング九段別館１
階

東京都 千代田区 ココカラファイン 麹町店 03-6683-2550 東京都千代田区麹町４ー１ー１麹町ダイヤモンドビル
東京都 千代田区 ヨドバシカメラ ＡＫＩＢＡ 03-5209-1010 東京都千代田区神田花岡町１ー１
東京都 千代田区 薬マツモトキヨシ 岩本町駅前店 03-5297-3022 東京都千代田区神田岩本町１
東京都 千代田区 コーエイドラッグ 03-3254-4440 東京都千代田区神田紺屋町４７番地

東京都 千代田区 トモズ秋葉原店 03-6206-8920 東京都千代田区神田佐久間町１－２５　秋葉原鴻池ビル１Ｆ

東京都 千代田区 くすりの福太郎水道橋店 03-3263-1329 東京都千代田区神田三崎町３ー８ー１　西田ビル

東京都 千代田区 東京ドーム　ショップイン お茶の水サンクレール店 03-3293-9550 東京都千代田区神田駿河台４ー３お茶の水サンクレール１Ｆ

東京都 千代田区 ウエルシア神田小川町店 03-5289-3101 東京都千代田区神田小川町１ー２
東京都 千代田区 くすりの福太郎　神田小川町店 03-5282-3529 東京都千代田区神田小川町２－１－２Ｆ
東京都 千代田区 ツルハ ツルハドラッグ神田神保町店 03-5282-8770 東京都千代田区神田神保町１ー３ー５富山房ビル１階



東京都 千代田区 大手町ホトリアドラッグ 03-6267-3710
東京都千代田区大手町１ー１ー２大手町タワー・ＪＸビル地下
１階

東京都 千代田区 大手町ビルドラッグ 03-5288-6266 東京都千代田区大手町１ー６ー１大手町ビル地下２階

東京都 千代田区 大手町ファーストスクエアドラッグ 03-3217-1180
東京都千代田区大手町１－５－１大手町ファーストスクエア
イーストタワー１Ｆ

東京都 千代田区 スギ薬局 神田駅東口店 03-3254-5631 東京都千代田区鍛冶町２ー２ー２神田パークプラザ１Ｆ

東京都 千代田区 山田薬品 日比谷国際ビルドラッグ 03-3519-5731 東京都千代田区内幸町２ー２ー３日比谷国際ビル地下１階

東京都 千代田区 ビッグカメラ有楽町本館 03-5221-1111 東京都千代田区有楽町１ー１１ー１
東京都 千代田区 新有楽町ビルドラッグ 03-3215-7275 東京都千代田区有楽町１ー１２ー１新有楽町ビルＢ１階
東京都 千代田区 ＲＯＳＥＭＡＲＹ 日比谷店 03-3508-1550 東京都千代田区有楽町１ー２ー２東宝日比谷ビルＢ１Ｆ
東京都 千代田区 アットコスメストア ルミネ有楽町店 03-5225-6040 東京都千代田区有楽町２ー５ー１ルミネ１　７階
東京都 千代田区 薬マツモトキヨシ 有楽町イトシアプラザ店 03-5293-0112 東京都千代田区有楽町２ー７ー１
東京都 千代田区 薬マツモトキヨシ 有楽町二丁目店 03-3201-1688 東京都千代田区有楽町２ー８ー５２Ｆ
東京都 足立区 薬マツモトキヨシ 綾瀬店 03-3606-6332 東京都足立区綾瀬３ー２ー８シティプレイス綾瀬１Ｆ
東京都 足立区 イトーヨーカドー 綾瀬店 03-3620-2911 東京都足立区綾瀬３ー４ー２５
東京都 足立区 ツルハ ツルハドラッグ足立綾瀬店 03-5682-7337 東京都足立区綾瀬６ー２６ー１７
東京都 足立区 ドラッグセイムス　足立花畑店 03-5831-1166 東京都足立区花畑４－２９－３
東京都 足立区 ドラッグストアマツモトキヨシ 足立花畑店 03-3859-2125 東京都足立区花畑４ー３８ー１２２階
東京都 足立区 くすりの福太郎　西新井店 03-5845-0171 東京都足立区興野１－９－７
東京都 足立区 どらっぐぱぱす五反野駅前店 03-3889-9301 東京都足立区弘道１ー１ー４
東京都 足立区 ウエルシア　足立江北店 03-5839-6341 東京都足立区江北１ー７ー１５
東京都 足立区 どらっぐぱぱす江北６丁目店 03-3898-4193 東京都足立区江北６ー１９ー２
東京都 足立区 トウブドラッグ江北店 03-5839-5552 東京都足立区江北７ー２６ー１５
東京都 足立区 ウエルシア足立新田店 03-5959-1255 東京都足立区新田２ー６ー１５
東京都 足立区 ドラッグセガミ ハートアイランド店 03-5902-3541 東京都足立区新田３－３４－５日土地新田ビル１Ｆ
東京都 足立区 ユニバーサルドラッグ新五反野店 03-3887-7111 東京都足立区西綾瀬２ー２１ー７
東京都 足立区 どらっぐぱぱす伊興町店 03-3856-4193 東京都足立区西伊興４ー６ー２５
東京都 足立区 ツルハ ツルハドラッグ足立西新井店 03-5838-0268 東京都足立区西新井２ー１５ー５
東京都 足立区 ウエルシア足立西新井店 03-5838-0775 東京都足立区西新井４ー３２ー９
東京都 足立区 イトーヨーカドー アリオ西新井店 03-5681-1662 東京都足立区西新井栄町１丁目２０－１
東京都 足立区 クリエイトＳ・Ｄ 西新井店 03-5845-3170 東京都足立区西新井栄町２ー１ー１東武ストア３Ｆ
東京都 足立区 ドン・キホーテ西新井店 03-5845-7201 東京都足立区西新井栄町２丁目３ー１４
東京都 足立区 ドラッグセイムス　足立青井店 03-5845-5972 東京都足立区青井５ー８ー８
東京都 足立区 薬マツモトキヨシ 北千住店 03-3881-2278 東京都足立区千住２ー２６２階
東京都 足立区 サンドラッグ プラム北千住店 03-5813-5696 東京都足立区千住３ー１
東京都 足立区 アインズ＆トルペ 北千住マルイ店 03-6806-1803 東京都足立区千住３ー９２北千住マルイ店２Ｆ

東京都 足立区 薬マツモトキヨシ ＥＱＵｉＡ北千住駅構内南店 03-5244-6050 東京都足立区千住旭町４２ー１東武北千住駅南コンコースＢ１

東京都 足立区 コクミンドラッグ　北千住ルミネ店 03-3879-6888 東京都足立区千住旭町４２ー２ルミネ北千住１Ｆ
東京都 足立区 薬マツモトキヨシ ポンテポルタ千住店 03-5284-3448 東京都足立区千住橋戸町１ー１３
東京都 足立区 くすりの福太郎北綾瀬店 03-5697-9329 東京都足立区谷中２ー５ー１４クイーンパレス浅伊１Ｆ
東京都 足立区 ウエルシア足立竹の塚１丁目店 03-5831-3227 東京都足立区竹の塚１ー１３ー１０
東京都 足立区 サンドラッグ竹の塚店 03-5242-6021 東京都足立区竹の塚５ー７ー３竹の塚Ｊ０Ｙぷらざ１Ｆ
東京都 足立区 ドン・キホーテ 竹の塚店 03-5831-1633 東京都足立区竹の塚６ー１１ー１０
東京都 足立区 薬マツモトキヨシ 竹の塚６丁目店 03-3883-8833 東京都足立区竹の塚６ー３ー１３



東京都 足立区 スギ薬局 ベルクス足立中央店 03-5845-3266 東京都足立区中央本町４ー２３ー２０ベルクス足立中央内

東京都 足立区 ＭＥＧＡドン・キホ－テ 環七梅島店 03-5845-7611 東京都足立区中央本町５－５－１４
東京都 足立区 どらっぐぱぱす島根店 03-3883-9393 東京都足立区島根　　　　　　　４丁目１５－４
東京都 足立区 ウエルシア　足立島根店 03-5831-2840 東京都足立区島根３ー２０ー１７
東京都 足立区 ドラッグセイムス　東和中央店 03-5697-9515 東京都足立区東和３ー１２ー１
東京都 足立区 ウエルシア　足立南花畑店 03-5851-2831 東京都足立区南花畑２ー４５ー２
東京都 足立区 ドラッグセイムス　南花畑２丁目店 03-5831-1851 東京都足立区南花畑２－６－１
東京都 足立区 ドラッグセイムス　入谷舎人店 03-3897-6111 東京都足立区入谷４－４－１３

東京都 足立区
トウブドラッグ ドラッグストアマツモトキヨシ梅島駅
前店

03-5845-3471 東京都足立区梅島８ー１４ー７３

東京都 多摩市 クリエイトＳ・Ｄ 聖蹟桜ヶ丘店 042-357-1478 東京都多摩市一ノ宮１ー２６ー１
東京都 多摩市 ドラッグストアマツモトキヨシ 多摩貝取店 042-311-1055 東京都多摩市貝取３ー８
東京都 多摩市 京王アートマン聖蹟桜ヶ丘店 042-337-2555 東京都多摩市関戸１ー１１ー１
東京都 多摩市 ティー・エム・シー 丘の上薬局　聖蹟桜ヶ丘店 042-356-3222 東京都多摩市関戸４ー７２ＯＰＡ聖蹟桜ヶ丘店１Ｆ
東京都 多摩市 カワチ薬品　多摩ニュータウン店 0426-74-9437 東京都多摩市唐木田１ー２２ー２
東京都 多摩市 ドラッグストアマツモトキヨシ 多摩東寺方店 042-311-2310 東京都多摩市東寺方６５５ー１
東京都 多摩市 サンドラッグ東寺方店 042-357-8370 東京都多摩市東寺方６６０ー１

東京都 多摩市 薬マツモトキヨシ 京王多摩センター店 042-311-2262 東京都多摩市落合１ー１０ー１京王多摩センターＳＣ１階

東京都 多摩市 京王アートマン多摩センター店 042-356-8501
東京都多摩市落合１ー１０ー１京王多摩センターショッピング
センター２階

東京都 多摩市 ミネ薬品 薬局ミネドラッグ多摩センター 042-337-7010 東京都多摩市落合１ー３９ー１多摩カリヨン館１ー２
東京都 多摩市 イトーヨーカドー 多摩センター店 0423-89-5817 東京都多摩市落合１ー４４

東京都 多摩市 ＳＡＫＵＲＡＹＡ　ＦＯＲ　ＭＥ 多摩センター店 042-400-5932 東京都多摩市落合１ー４６ー１ココリア多摩センター１階

東京都 多摩市 サンドラッグ和田店 042-355-2211 東京都多摩市和田２０１１ー２
東京都 台東区 ウエルシア　一本堂入谷店 03-3871-4041 東京都台東区　　　　　　　　　入谷１－５－６
東京都 台東区 多慶屋ＳＥＬＥＣＴ上野店 03-3834-7345 東京都台東区上野２ー１３ー１１
東京都 台東区 薬マツモトキヨシ 上野公園前店 03-5807-2075 東京都台東区上野２ー１３ー１３キクヤビル
東京都 台東区 薬マツモトキヨシ 上野アメ横Ｐａｒｔ１店 03-3837-5326 東京都台東区上野４ー１０ー１６
東京都 台東区 薬マツモトキヨシ 上野広小路店 03-5807-2260 東京都台東区上野４ー４ー２
東京都 台東区 薬マツモトキヨシ 上野アメ横Ｐａｒｔ２店 03-5688-4025 東京都台東区上野４ー７ー１７
東京都 台東区 アブアブ　ＡＢＡＢ パレット７ 03-3833-3111 東京都台東区上野４ー８ー４

東京都 台東区 サツドラ 上野御徒町店 03-5807-8061 東京都台東区上野４丁目３ー９金海商事ビル１階・地下１階

東京都 台東区 アットコスメストア マルイシティ上野店 03-5817-7026 東京都台東区上野６－１５－１マルイシティ上野店Ｂ１
東京都 台東区 薬マツモトキヨシ 上野アメ横Ｐａｒｔ３店 03-5807-3146 東京都台東区上野６ー１１ー３
東京都 台東区 薬マツモトキヨシ 御徒町駅前店 03-5807-2270 東京都台東区上野６ー４ー１８
東京都 台東区 サンドラッグ東武浅草駅前店 03-5830-8127 東京都台東区浅草１ー１ー１２　２Ｆ
東京都 台東区 薬マツモトキヨシ 浅草一丁目店 03-5830-8084 東京都台東区浅草１ー２５ー１７
東京都 台東区 ハックドラッグ 浅草ＲＯＸ・３Ｇ店 03-5806-6089 東京都台東区浅草１ー２６
東京都 台東区 薬マツモトキヨシ 浅草店 03-3845-6918 東京都台東区浅草１ー３０ー２
東京都 台東区 くすりの福太郎　浅草店 03-5827-8561 東京都台東区浅草１－２１－６２階
東京都 台東区 ドン・キホーテ 浅草店 03-5826-2511 東京都台東区浅草２ー１０
東京都 台東区 薬マツモトキヨシ 浅草二天門前店 03-5806-3065 東京都台東区浅草２ー３４ー１
東京都 台東区 ココカラファイン 浅草橋店 03-5833-0599 東京都台東区浅草橋１ー１８ー１０　２Ｆ



東京都 台東区 多慶屋
03-3835-7777（代
表）

東京都台東区台東４ー３３ー２
東京都 大田区 ツルハ ツルハドラッグ穴守稲荷店 03-5735-2680 東京都大田区羽田４ー３ー１０
東京都 大田区 スギ薬局 鵜の木店 03-5741-1951 東京都大田区鵜の木２ー２９ー１４
東京都 大田区 どらっぐぱぱす下丸子店 03-3750-9341 東京都大田区下丸子２ー１９ー６
東京都 大田区 大門薬品 03-3731-2445 東京都大田区蒲田４ー１０ー１４あすとウィズ１Ｆ

東京都 大田区 クリエイトＳ・Ｄ ウィングキッチン京急蒲田店 03-5711-7165
東京都大田区蒲田４ー５０ー１１ウィングキッチン京急蒲田１
階

東京都 大田区 ドラッグセガミ 蒲田店 03-5744-3481 東京都大田区蒲田５－３９－３
東京都 大田区 ＩＴＳ’ＤＥＭＯ蒲田店 03-5713-6382 東京都大田区蒲田５ー１３ー１グランデュオ蒲田２Ｆ
東京都 大田区 ドラッグストアマツモトキヨシ 大田山王店 03-5718-7208 東京都大田区山王１ー４１ー５
東京都 大田区 ココカラファイン 大森山王店 03-5718-2622 東京都大田区山王２ー１ー７大森商業ビル
東京都 大田区 サンドラッグ大森山王口店 03-5743-1261 東京都大田区山王２ー２ー１７
東京都 大田区 ココカラファイン 大森店 03-3776-3234 東京都大田区山王２ー８ー２６　東辰ビル１Ｆ
東京都 大田区 ＭＥＧＡドン・キホーテ 大森山王店 03-3773-1721 東京都大田区山王３ー６ー３
東京都 大田区 くすりセイジョー洗足池店 03-5754-1420 東京都大田区上池台２ー３２ー３
東京都 大田区 ウエルシア大田上池台店 03-5754-2512 東京都大田区上池台４ー２１ー７
東京都 大田区 ドン・キホーテ 蒲田駅前店 03-5744-3611 東京都大田区西蒲田７－３－３
東京都 大田区 ツルハ ツルハドラッグ蒲田店 03-5713-7337 東京都大田区西蒲田７ー６１ー１
東京都 大田区 薬マツモトキヨシ 蒲田駅西口店 03-5480-5070 東京都大田区西蒲田７ー６６ー３井門蒲田御園ビル
東京都 大田区 トモズ蒲田駅前店 03-3737-6999 東京都大田区西蒲田７ー６６ー４２階
東京都 大田区 コクミンドラッグ東急プラザ蒲田店 03-5480-5930 東京都大田区西蒲田７ー６９ー１

東京都 大田区
ＴＨＥ　ＣＯＳＭＥＴＩＣ　ＴＥＲＲＡＣＥ ＴＡＳＨ
ＩＲＯ東急プラザ蒲田店

03-3733-8586 東京都大田区西蒲田７ー６９ー１東急プラザ４Ｆ

東京都 大田区 どらっぐぱぱす　西馬込店 03-3775-9393 東京都大田区西馬込２ー１ー１５ＫＳＴビル１Ｆ
東京都 大田区 ツルハ ツルハドラッグ西糀谷店 03-5735-3030 東京都大田区西糀谷１ー４ー１６
東京都 大田区 薬マツモトキヨシ 大田大鳥居店 03-5735-5052 東京都大田区西糀谷３－８－１１
東京都 大田区 ツルハ クスリのツルハ梅屋敷店 03-5493-7303 東京都大田区大森西６ー１１ー１６
東京都 大田区 イトーヨーカドー 大森店 03-5762-0111 東京都大田区大森北２ー１３ー１
東京都 大田区 薬マツモトキヨシ 平和島店 03-3763-3266 東京都大田区大森北６ー２８ー１１
東京都 大田区 ツルハドラッグ 池上駅前店 03-3755-2474 東京都大田区池上３ー４１ー７
東京都 大田区 ウェルパーク 池上店 03-3752-2371 東京都大田区池上６ー２ー２
東京都 大田区 サンドラッグ雑色店 03-5713-8852 東京都大田区仲六郷２ー１８ー１２

東京都 大田区 薬マツモトキヨシ 田園調布店 03-5483-3025
東京都大田区田園調布２ー６２ー４東急スクエアガーデンサイ
ト２Ｆ

東京都 大田区 ツルハ ツルハドラッグ東蒲田店 03-5714-7168 東京都大田区東蒲田１ー１５
東京都 大田区 みまつ久が原駅前店 03-3755-3425 東京都大田区東嶺町　　　　　　　　　　　２９ー８
東京都 大田区 ドラッグストアスマイル　西馬込店 03-3773-0028 東京都大田区南馬込５ー４２ー６
東京都 大田区 スギ薬局 南馬込店 03-5746-3370 東京都大田区南馬込６ー２１ー３
東京都 大田区 スギ薬局 南六郷店 03-6424-7461 東京都大田区南六郷２丁目１３ー１６
東京都 大田区 サンドラッグ萩中店 03-5735-0732 東京都大田区萩中１ー６ー１９
東京都 大田区 ウエルシア大田萩中店 03-5735-1985 東京都大田区萩中１ー７ー１
東京都 大田区 ドン・キホーテ ＢＩＧ　ＦＵＮ平和島店 03-5753-1811 東京都大田区平和島１－１－１
東京都 大田区 サンドラッグ大岡山店 03-5701-3167 東京都大田区北千束１ー４４ー３
東京都 大田区 ドラッグストアマツモトキヨシ 大田矢口店 03-5732-2520 東京都大田区矢口３ー２８ー７
東京都 大島町 菊池商店 04992-2-4147 東京都大島町元町字風待３１ー４５
東京都 中央区 ドラッグイレブン 京橋店 03-3538-3577 東京都中央区京橋２丁目５番１８号



東京都 中央区 ハックドラッグ 東京スクエアガーデン店 03-3242-0289 東京都中央区京橋３ー１ー１

東京都 中央区 アインズ＆トルペ 銀座マロニエゲート店 03-6263-0725 東京都中央区銀座３ー２ー１マロニエゲート銀座２　Ｂ１Ｆ

東京都 中央区 ココカラファイン銀座４丁目店 03-5565-6577 東京都中央区銀座４ー１０ー１０
東京都 中央区 薬マツモトキヨシ 銀座５ｔｈ店 03-3289-5321 東京都中央区銀座５ー５ー１２階
東京都 中央区 ラオックス 銀座ＥＸＩＴＭＥＬＳＡ店 03-5537-9990 東京都中央区銀座５ー７ー１０ＥＸＩＴＭＥＬＳＡ６Ｆ
東京都 中央区 ラオックス 銀座本店 03-6858-3231 東京都中央区銀座７ー９ー１７銀座ヤマトビル２Ｆ
東京都 中央区 ドン・キホーテ ギンザ本館 03-6215-9688 東京都中央区銀座８－１０ギンザナイン３号館
東京都 中央区 銀座ビビ　銀座店 03-3572-0530 東京都中央区銀座８－７の先銀座ナイン２号館
東京都 中央区 薬マツモトキヨシ 銀座８丁目店 03-3541-5411 東京都中央区銀座８ー１２ー１０

東京都 中央区 薬マツモトキヨシ　ＢｅａｕｔｙＵ 銀座中央通り店 03-3575-5090 東京都中央区銀座８ー８ー５太陽ビル

東京都 中央区 アインズ＆トルペ 銀座並木通り店 03-6228-5604 東京都中央区銀座８丁目６ー１５　銀座グランドホテル１Ｆ

東京都 中央区 トモズ晴海トリトン店 03-5144-8215 東京都中央区晴海１－８－１６２Ｆ
東京都 中央区 どらっぐぱぱす築地店 03-5550-9393 東京都中央区築地１－１２－６築地えとビル

東京都 中央区 薬マツモトキヨシ 佃二丁目店 03-5547-7787
東京都中央区佃２ー１ー６リバーシティＭーＳＱＵＡＲＥ　１
Ｆ

東京都 中央区 東日本橋ドラッグ 03-5821-8609 東京都中央区東日本橋２－２－５ジャコワ第１ビル１階

東京都 中央区 トモズコレド日本橋店 03-6225-2861 東京都中央区日本橋１－４－１日本橋一丁目ビルディング１Ｆ

東京都 中央区 Ｂ．Ｂ．ＯＮ日本橋店 03-3516-1515 東京都中央区日本橋２ー１ー１０柳屋ビル１階
東京都 中央区 くすりの福太郎茅場町店 03-5643-0029 東京都中央区日本橋兜町１５ー６製粉会館ビル１Ｆ
東京都 中央区 ドラッグイレブン 茅場町店 03-5847-3333 東京都中央区日本橋茅場町１ー８ー３
東京都 中央区 トモズ茅場町店 03-6661-1990 東京都中央区日本橋茅場町２ー１０ー５
東京都 中央区 スギ薬局 日本橋三越前店 03-3242-2761 東京都中央区日本橋室町１丁目５番２号東洋ビル１階
東京都 中央区 小伝馬町ドラッグ 03-3661-2826 東京都中央区日本橋小伝馬町１１－９
東京都 中央区 トモズ水天宮前店 03-6231-0025 東京都中央区日本橋人形町１ー１４ー８

東京都 中央区 どらっぐぱぱす新人形町店 03-3668-4193 東京都中央区日本橋堀留町１－８－１２さくら堀留ビル１Ｆ

東京都 中央区 クリエイトＳ・Ｄ 日本橋本町店 03-6214-3255 東京都中央区日本橋本町３ー３ー６　１階
東京都 中央区 ココカラファイン 八重洲南口店 03-3274-5869 東京都中央区八重洲２ー１八重洲地下街南一号
東京都 中央区 ココカラファイン 八重洲北口店 03-3275-9888 東京都中央区八重洲２ー１八重洲地下街北１号地下１階
東京都 中央区 どらっぐぱぱす明石町店 03-5550-4141 東京都中央区明石町７ー１５
東京都 中野区 ウエルシア　中野さぎの宮店 03-3310-6751 東京都中野区鷺宮３ー１９ー３
東京都 中野区 ツルハドラッグ 中野若宮店 03-5356-4268 東京都中野区若宮２ー５５ー６
東京都 中野区 ドラッグストアスマイル　沼袋店 03-3385-2414 東京都中野区沼袋３－４－１８
東京都 中野区 スギ薬局 新井薬師店 03-5345-7011 東京都中野区新井５丁目１ー３パステル中野１階
東京都 中野区 ＭＣＳ中野マルイ店 03-6454-1960 東京都中野区中野３ー３４ー２８中野マルイ１Ｆ
東京都 中野区 サンドラッグ中野ブロードウェイ店 03-5343-7861 東京都中野区中野５ー５２ー１５１Ｆ　１２１　１２２
東京都 中野区 サンドラッグ中野プチパリ店 03-3387-9730 東京都中野区中野５ー５２ー１５Ｂ１階
東京都 中野区 薬マツモトキヨシ 中野ＰＡＲＴ２店 03-5343-1218 東京都中野区中野５ー６１ー６２階
東京都 中野区 サンドラッグ プラム中野北口店 03-3389-8371 東京都中野区中野５ー６４ー１０サンドラッグ２Ｆ
東京都 中野区 薬マツモトキヨシ 中野通り店 03-5318-2084 東京都中野区中野５ー６５ー５ＳＫ中野ビル
東京都 中野区 ドンキホーテ 中野駅前店 03-5318-2811 東京都中野区中野５－６８－５Ｂ１階
東京都 中野区 ミネドラッグユニゾンモール 東中野店 03-3367-5660 東京都中野区東中野５ー１ー１ユニゾンモール１Ｆ
東京都 中野区 スギ薬局 中野南台店 03-6300-6091 東京都中野区南台１丁目１番１４号　サンハイツ１階



東京都 中野区 ドラッグストアマツモトキヨシ 中野南台店 03-5328-2042 東京都中野区南台５ー１８ー１０
東京都 中野区 サンドラッグ野方店 03-3310-2221 東京都中野区野方５ー３１ー１２２階
東京都 町田市 トモズ小田急マルシェ玉川学園店 042-860-7714 東京都町田市玉川学園２丁目２１番３７号
東京都 町田市 ウェルパ－ク 町田金森店 042-850-5433 東京都町田市金森３丁目７－２０
東京都 町田市 ドン・キホ－テ 町田駅前店 042-709-5411 東京都町田市原町田４ー２ー３
東京都 町田市 スギ薬局 ミーナ町田店 042-710-0520 東京都町田市原町田４丁目１番１７号ミーナ町田２階
東京都 町田市 サンドラッグ プラム町田駅前店 042-710-3019 東京都町田市原町田６ー１０ー１５
東京都 町田市 薬マツモトキヨシ 町田東口店 042-722-7515 東京都町田市原町田６ー１５ー１５２Ｆ
東京都 町田市 サンドラッグ コスメティックプラム町田店 0427-29-3199 東京都町田市原町田６ー７ー１４
東京都 町田市 アクアコスメラボ　町田店 042-860-6796 東京都町田市原町田６ー８ー１レミィ町田１Ｆ
東京都 町田市 薬マツモトキヨシ 町田店 042-721-5633 東京都町田市原町田６ー９ー１８
東京都 町田市 スギドラッグ 原町田店 042-851-8613 東京都町田市原町田三丁目４番２号

東京都 町田市 アインズ＆トルペ 小田急百貨店町田店 042-785-4451
東京都町田市原町田六丁目１２番２０号小田急百貨店町田店２
Ｆ

東京都 町田市 スギ薬局 町田高ヶ坂店 042-710-8571 東京都町田市高ヶ坂４７９番地６
東京都 町田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 町田根岸店 042-789-0023 東京都町田市根岸町２３０ー７
東京都 町田市 薬マツモトキヨシ 町田多摩境店 042-770-1561 東京都町田市小山ヶ丘６ー１ー１０
東京都 町田市 スギドラッグ コピオ多摩境店 042-703-8656 東京都町田市小山ケ丘四丁目５番地２コピオ多摩境店内
東京都 町田市 ハックドラッグ 町田小山店 042-798-6389 東京都町田市小山町　　　　　　５－３
東京都 町田市 サンドラッグ町田小川店 042-788-2470 東京都町田市小川４ー２２ー３
東京都 町田市 ビッグダウン 町田忠生店 042-789-7268 東京都町田市忠生３丁目１ー１２
東京都 町田市 ハックドラッグ 成瀬ローゼン店 042-710-5589 東京都町田市南成瀬１ー３ー５相鉄ローゼン成瀬店２Ｆ
東京都 町田市 スギドラッグ 南町田店 042-706-8975 東京都町田市南町田１丁目１３番５０号
東京都 町田市 トモズ鶴川店 042-708-8850 東京都町田市能ヶ谷１ー７ー１ダイヤモンド会館１Ｆ
東京都 町田市 ウェルパーク 町田鶴川店 042-737-2001 東京都町田市能ヶ谷町１１９４
東京都 町田市 サンドラッグ町田木曽店 042-791-1471 東京都町田市木曽町２１８５
東京都 調布市 サンドラッグ下石原店 042-440-1061 東京都調布市下石原２ー６１ー１
東京都 調布市 イトーヨーカドー 国領店 03-3430-8022 東京都調布市国領町８ー２ー６４
東京都 調布市 クリエイトＳ・Ｄ 調布柴崎店 0424-90-0122 東京都調布市柴崎２－２－１
東京都 調布市 ＰｉｕＭａｇｉ 調布パルコ店 0424-89-5161 東京都調布市小島町１ー３８ー１パルコ１Ｆ
東京都 調布市 ココカラファイン 調布北口店 042-486-0711 東京都調布市小島町１丁目１０ー１　１階
東京都 調布市 サンドラッグコスメプラス調布店 0424-88-4728 東京都調布市小島町２ー５１ー３ロイヤルプラザ１Ｆ
東京都 調布市 クリエイトＳ・Ｄ 調布深大寺東町店 042-490-5360 東京都調布市深大寺東町１ー２８ー１
東京都 調布市 サンドラッグ プラム仙川店 03-5314-3022 東京都調布市仙川町１ー１２ー４４
東京都 調布市 ココカラファイン 仙川店 03-5314-7566 東京都調布市仙川町１ー１８ー２
東京都 調布市 サンドラッグ調布ヶ丘店 0424-90-7850 東京都調布市調布ヶ丘１ー１８ー１
東京都 調布市 ミネドラッグ 調布店 0424-80-8830 東京都調布市布田１ー３９ー１間橋ビル１Ｆ
東京都 調布市 スギ薬局 調布布田店 042-426-8501 東京都調布市布田２丁目２１番地１
東京都 東久留米市 スギ薬局 東久留米下里店 042-470-4701 東京都東久留米市下里四丁目４番５９号
東京都 東久留米市 サンドラッグ東久留米前沢店 042-479-2331 東京都東久留米市前沢４ー３ー２１
東京都 東久留米市 ＭＥＧＡドン・キホ－テ 東久留米店 047-479-1711 東京都東久留米市前沢５ー８ー３
東京都 東久留米市 サンドラッグ東久留米店 042-470-4610 東京都東久留米市東本町５ー２
東京都 東久留米市 イオン東久留米店 042-460-7300 東京都東久留米市南沢５ー１７
東京都 東久留米市 ウエルシア東久留米本町店 042-479-0125 東京都東久留米市本町１丁目４－１７
東京都 東久留米市 イトーヨーカドー 東久留米店 0424-74-3311 東京都東久留米市本町３－８－１
東京都 東久留米市 スギ薬局 東久留米駅前店 042-470-5101 東京都東久留米市本町一丁目３番３３号



東京都 東村山市 薬マツモトキヨシ 久米川南口駅前店 042-392-1880 東京都東村山市栄町２ー３ー２
東京都 東村山市 スギ薬局 ラーレ東村山店 042-399-2170 東京都東村山市久米川町３丁目１番地４
東京都 東村山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 東村山秋津店 042-390-2037 東京都東村山市秋津町１丁目７番７号
東京都 東村山市 スギドラッグ 東村山秋津店 042-306-4791 東京都東村山市秋津町３ー８ー４
東京都 東村山市 薬マツモトキヨシ 秋津駅前通り店 042-398-0708 東京都東村山市秋津町５ー９ー２
東京都 東村山市 ウエルシア 新秋津駅前店 042-390-3915 東京都東村山市秋津町５丁目１３ー９５

東京都 東村山市 スギドラッグ コープ秋津町店 042-306-2741
東京都東村山市秋津町二丁目１８番２号コープ東村山秋津町店
１階

東京都 東村山市 サンドラッグ東村山富士見町店 042-399-2870 東京都東村山市富士見町１丁目２ー５０
東京都 東大和市 スギ薬局 東大和店 042-590-0241 東京都東大和市向原４丁目２２番地２
東京都 東大和市 サンドラッグ東大和桜が丘店 042-590-0073 東京都東大和市桜が丘４ー２９１ー１
東京都 東大和市 イトーヨーカドー 東大和店 042-561-1289 東京都東大和市桜ヶ丘２ー１４２ー１
東京都 東大和市 トモズ東大和店 042-590-0650 東京都東大和市清原４丁目１０
東京都 東大和市 サンドラッグ東大和店 042-561-0561 東京都東大和市中央１ー１ー１
東京都 東大和市 ウエルシア東大和店 0425-67-4138 東京都東大和市立野３丁目１１４９－２
東京都 東大和市 サンドラッグ東大和立野店 042-516-1530 東京都東大和市立野三丁目１３４４ー１
東京都 日野市 ウェルパーク 日野栄町店 042-582-6430 東京都日野市栄町１ー３３ー４
東京都 日野市 ウエルシア 日野栄町店 042-589-6963 東京都日野市栄町４丁目２２ー１

東京都 日野市 ハックエクスプレス 京王高幡ＳＣ店 042-599-0889 東京都日野市高幡１２８ー５京王高幡ショッピングＣ２Ｆ

東京都 日野市 京王アートマン　高幡店 042-599-1841
東京都日野市高幡１２８ー５京王高幡ショッピングセンター３
Ｆ

東京都 日野市 ウェルパーク 日野神明店 042-583-1547 東京都日野市神明２ー８ー１
東京都 日野市 薬マツモトキヨシ 豊田駅前店 042-584-5501 東京都日野市多摩平１ー２ー１８第一ビル
東京都 日野市 イオン多摩平の森店 042-514-1050 東京都日野市多摩平二丁目４番１
東京都 日野市 サンドラッグ南平店 042-599-3166 東京都日野市南平２ー６４ー５
東京都 日野市 ウェルパ－ク 万願寺店 042-587-2755 東京都日野市万願寺３３ー２
東京都 日野市 ウエルシア 日野落川店 042-599-3304 東京都日野市落川９９７番地

東京都 八王子市
ドラッグストアマツモトキヨシ アクロスモール八王子
みなみ野店

042-637-8200 東京都八王子市みなみ野１ー２ー１

東京都 八王子市 ビックカメラＪＲ八王子駅店 042-646-1111 東京都八王子市旭町１ー１７
東京都 八王子市 ウェルパ－ク 八王子北口店 0426-45-8540 東京都八王子市旭町１３ー１５
東京都 八王子市 サンドラッグ プラム八王子北口店 0426-21-1338 東京都八王子市旭町２ー１２サンドラッグ２Ｆ
東京都 八王子市 ＰｉｕＭａｇｉ 八王子東急スクエア店 042-643-8241 東京都八王子市旭町９番１号八王子東急スクエア３Ｆ
東京都 八王子市 サンドラッグ八王子四谷店 042-655-7307 東京都八王子市叶谷町８７１ー１
東京都 八王子市 クリエイトＳ・Ｄ 八王子宇津木台店 0426-96-5655 東京都八王子市久保山町１ー１１
東京都 八王子市 イトーヨーカドー 八王子店 0426-62-5211 東京都八王子市狭間町１４６２－１
東京都 八王子市 サンドラッグ高倉店 042-631-5201 東京都八王子市高倉町５５ー１０

東京都 八王子市 トモズエクスプレス八王子店 042-634-9611
東京都八王子市子安町４丁目７－１　サザンスカイタワー八王
子

東京都 八王子市 ドン・キホーテ 京王堀之内店 0426-70-3411 東京都八王子市松木３４ー１１
東京都 八王子市 ウエルシア八王子諏訪店 042-650-1351 東京都八王子市諏訪町４９９
東京都 八王子市 ナカヤマドラッグ 042-660-0708 東京都八王子市打越町３３５－１
東京都 八王子市 ドラッグストアマツモトキヨシ 八王子大船町店 042-629-0310 東京都八王子市大船町１００９
東京都 八王子市 ドン・キホーテ八王子店 042-646-3810 東京都八王子市中町１－３
東京都 八王子市 サンドラッグ高尾店 042-669-0271 東京都八王子市東浅川町５５０ー１
東京都 八王子市 ウエルシア　八王子東浅川店 0426-68-8038 東京都八王子市東浅川町５５７ー４



東京都 八王子市 中央大学生活協同組合 042-674-3017 東京都八王子市東中野　　　　　７４２－１
東京都 八王子市 ウエルシア 八王子東中野店 042-670-4824 東京都八王子市東中野２７９ー２
東京都 八王子市 サンドラッグ南大沢店 042-679-6701 東京都八王子市南大沢２ー２５
東京都 八王子市 イトーヨーカドー 南大沢店 0426-78-1811 東京都八王子市南大沢２ー２８ー１

東京都 八王子市 アインズ＆トルペ フレンテ南大沢店 042-676-7722 東京都八王子市南大沢２丁目１ー６フレンテ南大沢新館２Ｆ

東京都 八王子市 スギドラッグ八日町店 042-686-3981 東京都八王子市八日町８番１号ビュータワー八王子１階
東京都 八王子市 サンドラッグ八王子並木店 042-668-9175 東京都八王子市並木町３５ー１
東京都 八王子市 サンドラッグ京王堀之店 0426-75-1308 東京都八王子市別所１ー１ー１
東京都 八王子市 サンドラッグ堀之内駅前店 042-670-8185 東京都八王子市別所２ー１
東京都 八王子市 サンドラッグ八王子片倉店 042-632-5250 東京都八王子市片倉町３５００番地外
東京都 八王子市 ウェルパーク 八王子堀之内店 042-653-3601 東京都八王子市堀之内３０４０番１

東京都 八王子市 ＳＡＫＵＲＡＹＡ　ＦＯＲ　ＭＥ 京王八王子店 0426-56-7200
東京都八王子市明神町　　　　　３－２７－１
八王子ＳＣ２Ｆ

東京都 八王子市 ドラッグストアマツモトキヨシ めじろ台店 042-661-2781 東京都八王子市椚田町５３０ー５
東京都 八王子市 ドン・キホーテ めじろ台店 0426-69-0711 東京都八王子市椚田町５８６ー２２
東京都 板橋区 トモズ上板橋北口店 03-5399-3334 東京都板橋区　　　　　　　　　常盤台４－３１
東京都 板橋区 スギドラッグ 板橋幸町店 03-5926-7161 東京都板橋区幸町４０ー４
東京都 板橋区 スギドラッグ 高島平店 03-6906-5391 東京都板橋区高島平１ー５４ー１６ローヤル高穂１Ｆ

東京都 板橋区 クリエイトＳ・Ｄ 高島平店 03-5921-1338
東京都板橋区高島平２ー３３ー１ー１０７東武ストア高島平店
内

東京都 板橋区 田中屋高島平店 03-3936-4547 東京都板橋区高島平２－３３－１－１１０
東京都 板橋区 ウエルシア　四葉店 03-5968-3950 東京都板橋区四葉２ー１０ー１サンシティ四葉１Ｆ
東京都 板橋区 ＭＥＧＡドン・キホーテ 板橋志村店 03-5916-6211 東京都板橋区志村３ー３２ー１６
東京都 板橋区 ヘルスケアセイジョー志村３丁目店 03-5916-1610 東京都板橋区志村３ー６ー７
東京都 板橋区 ウェルパ－ク 浮間舟渡店 03-5948-7640 東京都板橋区舟渡１ー６ー２２
東京都 板橋区 サンドラッグ小豆沢店 03-5914-6357 東京都板橋区小豆沢３ー９ー５

東京都 板橋区 トモズ上板橋南口店 03-5921-3557 東京都板橋区上板橋２ー２ー２０レスタージュ上板橋１Ｆ

東京都 板橋区 くすりの福太郎　成増店 03-5968-4429 東京都板橋区成増１ー２８ー１８
東京都 板橋区 スギドラッグ 成増駅南口店 03-6909-9681 東京都板橋区成増２ー１５ー１８
東京都 板橋区 薬マツモトキヨシ 成増店 03-5998-7541 東京都板橋区成増２ー１８ー８奥山ビル１Ｆ
東京都 板橋区 ダイエー　　　　成増店 03-5997-1147 東京都板橋区成増２ー２１ー２
東京都 板橋区 ミヤモトドラッグ新成増店 03-5968-3911 東京都板橋区成増２ー２６ー２０
東京都 板橋区 どらっぐぱぱす西台店 03-3935-9341 東京都板橋区西台２－３９－６
東京都 板橋区 ウエルシア　板橋赤塚店 03-5904-7800 東京都板橋区赤塚６－１－２６
東京都 板橋区 どらっぐぱぱす　赤塚新町店 03-3930-8893 東京都板橋区赤塚新町３－１３－５
東京都 板橋区 ドラッグストアマツモトキヨシ 板橋前野町店 03-3965-7988 東京都板橋区前野町１ー２９ー１０

東京都 板橋区 ミネドラッグ ときわ台店 03-5915-2381 東京都板橋区前野町２－１７－６カリーノときわ台ビル２Ｆ

東京都 板橋区 サンドラッグ板橋前野町店 03-5914-1701 東京都板橋区前野町３ー２０ー１ヒューリック志村坂上Ｂ１

東京都 板橋区 イオンスタイル板橋前野店 03-5916-8080 東京都板橋区前野町４ー２１ー２２
東京都 板橋区 トモズ　大山店 03-5965-6610 東京都板橋区大山町　　　　　　３６－９
東京都 板橋区 ふたば 03-3956-0019 東京都板橋区大山町２７－１０
東京都 板橋区 薬マツモトキヨシ 大山店 03-3530-5333 東京都板橋区大山町３０ー１７ハヤシビル
東京都 板橋区 サンドラッグ大山ハッピーロード店 03-5995-6022 東京都板橋区大山町３１ー３



東京都 板橋区 ツルハドラッグ 大山駅前店 03-5964-7268 東京都板橋区大山町３２ー２７
東京都 板橋区 薬マツモトキヨシ 仲宿店 03-3964-4461 東京都板橋区仲宿４１ー８
東京都 板橋区 イオン板橋店 03-5398-5451 東京都板橋区徳丸２ー６ー１
東京都 板橋区 ダイエー 西台店 03-3558-4722 東京都板橋区蓮根３ー８ー１２
東京都 板橋区 ココカラファイン 西台駅前店 03-5914-6071 東京都板橋区蓮根３ー８ー２１パル西台１Ｆ
東京都 品川区 トモズ武蔵小山店 03-5749-4343 東京都品川区荏原３ー３ー１５
東京都 品川区 薬マツモトキヨシ 武蔵小山Ｐａｒｔ２店 03-5498-5223 東京都品川区荏原３ー６ー２
東京都 品川区 ツルハドラッグ 旗の台南口店 03-5749-3860 東京都品川区旗の台５丁目１１７９番１６号他
東京都 品川区 ツルハ ツルハドラッグ戸越公園店 03-5702-7321 東京都品川区戸越６ー８ー２０
東京都 品川区 ドラッグスギ ＷＩＲＡ大井店 03-5763-9077 東京都品川区勝島１ー６ー１６ウィラ大井２Ｆ
東京都 品川区 ドラッグフタバ 武蔵小山駅前店 03-5749-0787 東京都品川区小山３－２１－１４
東京都 品川区 スギ薬局 武蔵小山店 03-5751-7605 東京都品川区小山３ー８ー４
東京都 品川区 スズハル堂 03-3442-7863 東京都品川区上大崎２ー１６ー９アトレ目黒１Ａ館２Ｆ

東京都 品川区 ＫポートＴＯＣ五反田店 03-5759-5870
東京都品川区西五反田７－２２－１７ＴＯＣビルＢ１階２３号
室

東京都 品川区 ツルハ ツルハドラッグ大井１丁目店 03-5746-0268
東京都品川区大井１ー１６ー２ブリリア大井町ラヴィアンタ
ワー

東京都 品川区 ハックドラッグ アトレ大井町店 03-5709-7289 東京都品川区大井１ー２ー１アトレ大井２３４０２階
東京都 品川区 イトーヨーカドー 大井町店 03-3777-6611 東京都品川区大井１－３－６

東京都 品川区 薬マツモトキヨシ 大崎ニューシティ店 03-5719-6540 東京都品川区大崎１ー６ー５大崎ニューシティ５号館１Ｆ

東京都 品川区 くすりの福太郎大崎駅前店 03-5436-1529 東京都品川区大崎３ー６ー７パークハイツ大崎１Ｆ
東京都 品川区 トモズ中延店 03-5749-1199 東京都品川区中延３ー８ー７サンハイツ中延１Ｆ
東京都 品川区 ツルハドラッグ 荏原町駅前店 03-5749-4546 東京都品川区中延５ー２ー１荏原町駅前ビル
東京都 品川区 くすりの福太郎五反田店 03-5795-0029 東京都品川区東五反田１ー２２ー１五反田ＡＮビル１Ｆ
東京都 品川区 ツルハ ツルハドラッグ五反田店 03-5791-3385 東京都品川区東五反田３ー２０ー１６
東京都 品川区 Ｋポート五反田駅前店 03-5447-5252 東京都品川区東五反田５－２７－５　Ｂ１Ｆ
東京都 品川区 クリエイトＳ・Ｄ 品川大井町店 03-5479-6126 東京都品川区東大井５ー２ー３Ｋー１５ビル
東京都 品川区 イオン品川シーサイド店 03-5715-8300 東京都品川区東品川４ー１２ー５
東京都 品川区 ツルハドラッグ 南品川店 03-5781-9376 東京都品川区南品川３－６－８
東京都 品川区 ココカラファイン 戸越銀座駅前店 03-3786-0822 東京都品川区平塚２ー１７ー１３
東京都 府中市 ヘルスケアセイジョー 府中けや木通り店 042-352-6003 東京都府中市宮西町１ー５ー１フラココ第８ビル１Ｆ
東京都 府中市 薬マツモトキヨシ 府中駅南口くるる店 042-336-0633 東京都府中市宮町１ー５０
東京都 府中市 サンドラッグ東府中店 042-369-4361 東京都府中市若松町１ー３８ー１
東京都 府中市 スギドラッグ 府中若松店 042-358-3130 東京都府中市若松町４ー３７ー１

東京都 府中市 スギ薬局 府中寿町店 042-319-8861 東京都府中市寿町二丁目４番地の４２コープ府中寿町店１階

東京都 府中市 サンドラッグ府中新町店 042-354-8050 東京都府中市新町１ー５８ー３
東京都 府中市 ウエルシア　府中是政店 0423-58-1328 東京都府中市是政２ー４ー２
東京都 府中市 ウエルシア 府中白糸台店 042-340-3200 東京都府中市白糸台３丁目３７－１２
東京都 府中市 サンドラッグ白糸台店 042-354-7727 東京都府中市白糸台５ー３２ー４１

東京都 府中市 京王アートマン府中店 042-367-1240
東京都府中市府中町１ー２ー１京王府中ショッピングセンター
２階

東京都 府中市 ウエルシア 府中町２丁目店 042-358-2172 東京都府中市府中町２丁目９ー５
東京都 府中市 サンドラッグＭＩＮＡＮＯ分倍河原 042-358-2258 東京都府中市片町３ー２２ー２６
東京都 府中市 ドン・キホーテ 府中店 042-333-0071 東京都府中市緑町２ー６ー３
東京都 武蔵村山市 ウエルシア ダイエー武蔵村山店 042-520-5491 東京都武蔵村山市伊奈平３ー３６ー１



東京都 武蔵村山市 サンドラッグ伊奈平店 042-520-0351 東京都武蔵村山市伊奈平６丁目１ー１
東京都 武蔵村山市 イオンむさし村山店 042-516-0300 東京都武蔵村山市榎１ー１ー３

東京都 武蔵村山市
ＭＡＳＡＹＡ　カラースタジオ イオンモールむさし村
山店

042-590-1481 東京都武蔵村山市榎１丁目１ー３ー１０２１

東京都 武蔵村山市 スギドラッグ残堀店 042-520-6731 東京都武蔵村山市残堀五丁目１２６番地の２
東京都 武蔵村山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 武蔵村山店 042-590-0230 東京都武蔵村山市大南１丁目１２７ー２
東京都 武蔵野市 ウェルパーク 武蔵野関前店 0422-60-3681 東京都武蔵野市関前１－９－７ショッピングセンター内
東京都 武蔵野市 ドン・キホ－テ 吉祥寺駅前店 0422-40-6271 東京都武蔵野市吉祥寺南町１

東京都 武蔵野市 ココカラファイン吉祥寺南口店 0422-40-5038 東京都武蔵野市吉祥寺南町１ー４ー３ニューセンタービル

東京都 武蔵野市 アインズ＆トルペ 丸井吉祥寺店 0422-26-8690 東京都武蔵野市吉祥寺南町１ー７ー１丸井吉祥寺２Ｆ

東京都 武蔵野市 ａｔｍａｎ　ａｔｍａｎ　吉祥寺店 0422-24-6681
東京都武蔵野市吉祥寺南町２ー１ー２５キラリナ京王吉祥寺６
Ｆ

東京都 武蔵野市 スギ薬局 吉祥寺南町店 0422-29-0051 東京都武蔵野市吉祥寺南町２丁目１７ー１

東京都 武蔵野市 ココカラファイン 吉祥寺サンロード店 0422-21-4016
東京都武蔵野市吉祥寺本町１ー１１ー３０サンロードプラザ１
Ｆ

東京都 武蔵野市 薬マツモトキヨシ 吉祥寺サンロード店 0422-22-8331 東京都武蔵野市吉祥寺本町１ー１４ー２　２Ｆ

東京都 武蔵野市 ヨドバシカメラ 吉祥寺 0422-29-1010
東京都武蔵野市吉祥寺本町１ー１９ー１マルチメディア吉祥寺
店２Ｆ

東京都 武蔵野市 薬マツモトキヨシ 吉祥寺ダイヤ街店 0422-20-6668 東京都武蔵野市吉祥寺本町１ー７ー６　２Ｆ
東京都 武蔵野市 ウェルパーク 吉祥寺ダイヤ街店 0422-27-5950 東京都武蔵野市吉祥寺本町１ー８ー２
東京都 武蔵野市 サンドラッグ プラム吉祥寺ダイヤ街店 0422-23-7337 東京都武蔵野市吉祥寺本町１ー８ー７
東京都 武蔵野市 サンドラッグ プラムサンロード２Ｆ 0422-23-0952 東京都武蔵野市吉祥寺本町１ー９ー１２プラム２Ｆ

東京都 武蔵野市 グラムビューティーク　プラス 吉祥寺 0422-22-1110 東京都武蔵野市吉祥寺本町２ー２６ー１０　テル吉祥寺１Ｆ

東京都 武蔵野市 イトーヨーカドー 武蔵境店 0422-31-4411 東京都武蔵野市境南町２ー２－２０
東京都 武蔵野市 トモズ　三鷹北口店 0422-36-5531 東京都武蔵野市中町１ー６ー５
東京都 武蔵野市 サンドラッグ武蔵野緑町店 0422-50-9071 東京都武蔵野市緑町１ー３ー８
東京都 福生市 スギ薬局 福生店 042-539-4101 東京都福生市熊川９８１番地７
東京都 福生市 サンドラッグ福生店 042-539-1788 東京都福生市福生９６５番地
東京都 福生市 ホッタ晴信堂薬局 042-553-0061 東京都福生市本町１４２
東京都 福生市 ウェルパ－ク 福生本町店 042-551-1208 東京都福生市本町２４ー１ー１０

東京都 文京区 どらっぐぱぱす　新江戸川橋店 03-5228-4193 東京都文京区関口１ー１ー５神楽坂サニーマンション１Ｆ

東京都 文京区 スギ薬局 小石川一丁目店 03-6240-0735
東京都文京区小石川１ー２８ー１フロンティア小石川ビル１階
Ｂ号室

東京都 文京区 スギ薬局 小石川店 03-5840-8536 東京都文京区小石川２ー１ー１２小石川トーセイビル１Ｆ

東京都 文京区 スギドラッグ 茗荷谷店 03-3868-3171 東京都文京区小石川５ー３ー２エイト印刷本社ビル１階
東京都 文京区 ウエルシア　茗荷谷駅前店 03-3944-9651 東京都文京区小日向４ー６ー１６アマーレ茗荷谷１Ｆ
東京都 文京区 どらっぐぱぱす千石駅前店 03-3944-9393 東京都文京区千石１ー２７ー８
東京都 文京区 ドン・キホーテ 上野広小路店 03-5816-0511 東京都文京区湯島３ー３８ー１０
東京都 文京区 スギ薬局 上野広小路店 03-5812-5923 東京都文京区湯島３ー３９ー１０上野ＴＨビル１Ｆ
東京都 文京区 薬マツモトキヨシ 白山五丁目店 03-5805-5320 東京都文京区白山５ー３３ー１１第七白鳳ビル１Ｆ
東京都 文京区 ドン・キホーテ 後楽園店 03-5803-2411 東京都文京区本郷１ー３３ー９
東京都 文京区 くすりの福太郎　本郷店 03-5842-5502 東京都文京区本郷２ー４０ー１本郷東急ビル１ー２Ｆ

東京都 文京区 ハックドラッグ 文京グリーンコート薬局 03-5976-4189
東京都文京区本駒込２ー２８ー８文京グリーンコート内地下１
階



東京都 豊島区 ドン・キホーテ 北池袋店 03-5979-6211 東京都豊島区　　　　　　　　　池袋本町２－７－３
東京都 豊島区 くすりの福太郎上池袋店 03-5980-4129 東京都豊島区上池袋４－９－８
東京都 豊島区 くすりの福太郎庚申塚店 03-5980-3929 東京都豊島区西巣鴨２ー６ー１２　アスピア大塚
東京都 豊島区 ＠ｃｏｓｍｅ　ｓｔｏｒｅ ルミネ池袋店 03-5928-5127 東京都豊島区西池袋１ー１１ー１ルミネ池袋７Ｆ
東京都 豊島区 薬マツモトキヨシ 池袋西口駅前店 03-5391-5831 東京都豊島区西池袋１ー２７ー２３階
東京都 豊島区 くすりの福太郎　池袋西口店 03-5956-7329 東京都豊島区西池袋１－１６－３２階

東京都 豊島区 スギ薬局 西池袋店 03-5956-8477 東京都豊島区西池袋３ー１７ー３群馬土地池袋西口ビル２階

東京都 豊島区 ココカラファイン池袋マルイ店 03-3980-1239 東京都豊島区西池袋３ー２８ー１３池袋マルイ　４階

東京都 豊島区 薬マツモトキヨシ Ｅｃｈｉｋａ池袋店 03-5956-1022 東京都豊島区西池袋３ー２８ー１４Ｅｃｈｉｋａ池袋Ｂ１階

東京都 豊島区 サンドラッグ巣鴨店 03-5961-8021 東京都豊島区巣鴨２ー５
東京都 豊島区 スギ薬局 池袋本町店 03-3985-1711 東京都豊島区池袋本町４丁目１６番６号
東京都 豊島区 薬マツモトキヨシ 東長崎駅北口店 03-5917-0789 東京都豊島区長崎４丁目８番５号　宏明ビル１階

東京都 豊島区 コクミンドラッグ　サンシャインシティ店 03-3985-6955
東京都豊島区東池袋　３ー１ー２サンシャインシティアルパ地
下１階２５

東京都 豊島区 サンドラッグ 池袋サンシャイン通り店 03-5956-1735 東京都豊島区東池袋１ー１２ー１１　朝日会館ビル１Ｆ
東京都 豊島区 薬マツモトキヨシ 池袋ｐａｒｔ２ 03-5951-0051 東京都豊島区東池袋１ー２２ー８６階
東京都 豊島区 サンドラッグ池袋東口駅前店３Ｆ 03-5957-5871 東京都豊島区東池袋１ー３ー５　３Ｆ
東京都 豊島区 ビックカメラ池袋本店 03-5396-1111 東京都豊島区東池袋１ー４１ー５
東京都 豊島区 ＬＡＢＩ池袋店 03-5958-7770 東京都豊島区東池袋１丁目４１ー１
東京都 豊島区 スギ薬局 東池袋店 03-5985-9550 東京都豊島区東池袋２丁目２２ー１信越ビル１階

東京都 豊島区 ＠ｃｏｓｍｅ　ｓｔｏｒｅ 池袋サンシャインシティ店 03-5396-7703 東京都豊島区東池袋３ー１サンシャインシティアルパＢ１

東京都 豊島区 薬マツモトキヨシ 池袋東口店 03-3988-8130 東京都豊島区南池袋１ー２７ー５４階
東京都 豊島区 薬マツモトキヨシ 池袋東口アネックス店 03-5953-7504 東京都豊島区南池袋１ー２７ー７

東京都 豊島区 ハックエクスプレス 池袋店 03-5956-8089 東京都豊島区南池袋１ー２８ー２ＪＲ東日本池袋駅構内Ｂ１Ｆ

東京都 豊島区 東京ドーム　ショップイン 池袋ショッピングパーク店 03-5356-2631 東京都豊島区南池袋１ー２９ー１池袋ショッピングパーク

東京都 豊島区 アインズ＆トルペ 池袋西武店 03-5949-2745 東京都豊島区南池袋１－２８－１ＴＫビル１階
東京都 豊島区 ドン・キホーテ 池袋東口店 03-5957-3311 東京都豊島区南池袋１丁目２２番５号
東京都 豊島区 ツルハ ツルハドラッグ南池袋店 03-6907-7085 東京都豊島区南池袋３ー９ー５
東京都 豊島区 薬マツモトキヨシ 目白店 03-5988-7073 東京都豊島区目白３ー５ー１５
東京都 豊島区 どらっぐぱぱす要町駅前店 03-3974-1193 東京都豊島区要町１ー９ー１
東京都 豊島区 どらっぐぱぱす 千川駅前店 03-3530-1193 東京都豊島区要町３ー３９ー５アジリア千川駅前ビル
東京都 北区 ウエルシア　王子駅前店 03-5959-6281 東京都北区王子１ー９ー１５
東京都 北区 サンドラッグ王子桜田通り店 03-5902-3581 東京都北区王子５ー１ー４０
東京都 北区 どらっぐぱぱす王子本町店 03-3907-7541 東京都北区王子本町１ー７ー１３
東京都 北区 サンドラッグ十条銀座店 03-5963-3681 東京都北区十条仲原１ー５ー９
東京都 北区 サンドラッグ東十条店 03-5902-5671 東京都北区神谷１ー３１ー３

東京都 北区 スギドラッグ 西ケ原店 03-5972-4781 東京都北区西ケ原１ー３１ー２５グランドマスト西ヶ原１階

東京都 北区 薬マツモトキヨシ 赤羽東口駅前店 03-3901-0281 東京都北区赤羽１ー９ー３
東京都 北区 薬マツモトキヨシ 赤羽すずらんストリート店 03-3903-8105 東京都北区赤羽２ー１３ー３サトウビル１Ｆ
東京都 北区 サンドラッグ赤羽店 03-3598-9021 東京都北区赤羽２ー４ー１２
東京都 北区 トモズ ビーンズ赤羽店 03-6903-8165 東京都北区赤羽ビーンズ赤羽１Ｆ



東京都 北区 イトーヨーカドー 赤羽店 03-3905-5111 東京都北区赤羽西１ー７ー１
東京都 北区 クリエイトＳ・Ｄ 北区滝野川店 03-5961-1766 東京都北区滝野川６ー２１ー１９
東京都 北区 ツルハドラッグ 東十条北口店 03-5959-0268 東京都北区東十条３ー１６ー９
東京都 北区 薬マツモトキヨシ 王子店 03-5959-2545 東京都北区豊島１ー１ー１ネクスサイト王子ビル１Ｆ
東京都 墨田区 くすりの福太郎京島店 03-5655-8311 東京都墨田区　　　　　　　　　京島３－１７－５

東京都 墨田区
ライフコーポレーション セントラルスクエア押上駅前
店

03-3622-2320 東京都墨田区押上１ー１０ー３

東京都 墨田区 くすりの福太郎　菊川店 03-5638-0329 東京都墨田区菊川３－２３－４
東京都 墨田区 くすりの福太郎　曳舟駅前店 03-5630-8032 東京都墨田区京島１ー３８ー１曳舟駅前プラザ１０５
東京都 墨田区 イトーヨーカドー 新曳舟店 03-3616-4111 東京都墨田区京島１丁目２－１
東京都 墨田区 サンドラッグ業平店 03-5819-2037 東京都墨田区業平１ー１５
東京都 墨田区 シドニー らがーる錦糸町店 03-5608-2235 東京都墨田区錦糸１－２－４７テルミナ２
東京都 墨田区 サンドラッグ アルカキット錦糸町店 03-5819-5750 東京都墨田区錦糸２ー２ー１
東京都 墨田区 くすりの福太郎錦糸町北口店 03-5819-1529 東京都墨田区錦糸３－４－１２
東京都 墨田区 薬マツモトキヨシ 錦糸町駅ビル店 03-3635-8699 東京都墨田区江東橋３ー１４ー５
東京都 墨田区 アインズ＆トルペ 丸井錦糸町店 03-3633-1633 東京都墨田区江東橋３ー９ー１０丸井錦糸町店Ｂ１Ｆ
東京都 墨田区 くすりの福太郎東向島店 03-5630-3029 東京都墨田区東向島４－３５－３４
東京都 墨田区 どらっぐぱぱす　墨田２丁目店 03-5630-5593 東京都墨田区墨田２－４１－２０
東京都 墨田区 ドラッグセイムス　墨田両国店 03-5638-0571 東京都墨田区両国２ー１０ー１４

東京都 目黒区 Ｋポート目黒店 03-5496-0681
東京都目黒区　　　　　　　　　目黒１－３－１６
プレジデント目黒ハイツ１０１

東京都 目黒区 ツルハドラッグ 西小山店 03-5725-1285 東京都目黒区原町１ー７ー１０メゾン・エルーセラ１Ｆ
東京都 目黒区 ミュゼ・ド・ポゥ メルサ自由が丘店 03-5731-8770 東京都目黒区自由が丘１ー８ー１９メルサパート２

東京都 目黒区 トモズ自由が丘南口店 03-5731-9705 東京都目黒区自由が丘１ー８ー２３自由が丘プチプラザ１Ｆ

東京都 目黒区 アインズトルペ 自由が丘店 03-5726-3330 東京都目黒区自由が丘２ー１０ー８自由が丘エヌケービル

東京都 目黒区 セイジョー自由が丘店 03-5731-7141 東京都目黒区自由が丘２ー１１ー１６日能研自由ヶ丘１Ｆ

東京都 目黒区 トモズＥＸ自由が丘北口店 03-5731-6670 東京都目黒区自由が丘２ー１１ー２

東京都 目黒区 トモズ中目黒店 03-5725-9055
東京都目黒区上目黒３ー３ー１４アサヒ電機・朝日生命中目黒
ビル１Ｆ

東京都 目黒区 ドン・キホーテ 中目黒本店 03-5768-6311 東京都目黒区青葉台２－１９－１０
東京都 目黒区 トモズ　洗足店 03-3760-8941 東京都目黒区洗足２ー７ー１５
東京都 目黒区 サンドラッグ学芸大学駅前店 03-5768-0870 東京都目黒区鷹番２ー１６ー１８Ｋビル１Ｆ
東京都 目黒区 トモズ 学芸大学店 03-6412-5211 東京都目黒区鷹番３ー７ー９リューワビル１Ｆ
東京都 目黒区 ココカラファイン 都立大学駅南口店 03-6858-3929 東京都目黒区中根２ー１ー１５
東京都 目黒区 ツルハドラッグ 目黒中根店 03-5729-7268 東京都目黒区中根２－２－１３中根住宅１Ｆ
東京都 目黒区 イオンスタイル碑文谷 03-3710-1111 東京都目黒区碑文谷４ー１ー４

東京都 目黒区 セイジョー目黒店 03-5759-7535
東京都目黒区目黒１ー６ー１７目黒デュープレックスタワー１
階

東京都 目黒区 スギドラッグ 祐天寺店 03-5734-1831 東京都目黒区祐天寺２ー７ー２３ラポルト祐天寺１Ｆ
東京都 目黒区 ＬＡＢＩ自由が丘店 03-5731-7255 東京都目黒区緑が丘２ー１７ー９

東京都 目黒区 薬マツモトキヨシ 自由が丘店 03-5731-3115 東京都目黒区緑が丘２ー２５ー７ラ・クール自由が丘１Ｆ

東京都 立川市 ウエルシア 立川栄町店 042-538-4391 東京都立川市栄町５丁目６２番地の１
東京都 立川市 スギドラッグ 立川錦町店 042-519-3616 東京都立川市錦町１丁目１８ー６石塚家具店１階
東京都 立川市 サンドラッグ立川幸町店 042-534-0856 東京都立川市幸町２ー２４ー１



東京都 立川市 サンドラッグ立川南口店 042-523-7303 東京都立川市柴崎町３ー１ー３東武ストアー１Ｆ
東京都 立川市 サンドラッグ若葉ケヤキモール店 042-538-3601 東京都立川市若葉町１ー７ー１
東京都 立川市 ビックカメラ立川店 042-548-1111 東京都立川市曙町２ー１２ー２
東京都 立川市 ドン・キホ－テ ＭＥＧＡドン・キホーテ立川店 042-540-6431 東京都立川市曙町２ー１８ー１８
東京都 立川市 ウェルパーク 立川北口店 042-595-6357 東京都立川市曙町２ー２
東京都 立川市 サンドラッグ ヘルスインライフ立川店 042-521-1490 東京都立川市曙町２ー６ー１０
東京都 立川市 薬マツモトキヨシ ルミネ立川店 042-529-7231 東京都立川市曙町２丁目１番１号
東京都 立川市 薬マツモトキヨシ ららぽーと立川立飛店 042-540-6279 東京都立川市泉町９３５番地の１１階１０５００
東京都 練馬区 ドラッグセガミ 江古田店 03-5906-3231 東京都練馬区旭丘１－７４－１
東京都 練馬区 ウエルシア下石神井店 03-5910-7824 東京都練馬区下石神井５ー１６ー１３
東京都 練馬区 薬マツモトキヨシ 中村橋駅前店 03-3926-6851 東京都練馬区貫井１ー２ー１
東京都 練馬区 ドン・キホーテ エッセンス関町店 03-5903-3911 東京都練馬区関町北２ー２ー１
東京都 練馬区 スギ薬局 関町北店 03-5903-5787 東京都練馬区関町北５丁目１番３号
東京都 練馬区 ドン・キホ－テ 練馬店 03-5921-1711 東京都練馬区錦２ー１９ー１
東京都 練馬区  イオン練馬店 03-3976-7711 東京都練馬区光が丘５ー１ー１
東京都 練馬区 サンドラッグ光ヶ丘店 03-3970-3090 東京都練馬区高松４ー４ー１２

東京都 練馬区 ハックドラッグ ピーコック高野台店 03-5910-7789 東京都練馬区高野台１ー７ー１７ピーコック高野台店１Ｆ

東京都 練馬区 ウェルパーク 練馬春日町駅前店 03-3577-8500 東京都練馬区春日町３ー２０５７ー１
東京都 練馬区 ウエルシア上石神井店 03-3594-3011 東京都練馬区上石神井１丁目５−１０ コンフォート
東京都 練馬区 スギ薬局 石神井台店 03-5923-6311 東京都練馬区石神井台２ー１５０７ー３
東京都 練馬区 くすりの福太郎　石神井公園店 03-5923-6729 東京都練馬区石神井町３－２５－６
東京都 練馬区 ウエルシア練馬石神井店 03-5923-1180 東京都練馬区石神井町６－１５－８
東京都 練馬区 スギ薬局大泉学園店 03-6904-5891 東京都練馬区大泉学園町６ー１１ー４２

東京都 練馬区 ドラッグセガミ 練馬店 03-5987-5951 東京都練馬区中村北１丁目１０番１２サンイーストビル１Ｆ

東京都 練馬区 どらっぐぱぱす　下赤塚店 03-3938-9341 東京都練馬区田柄２ー５３ー１１下赤塚鈴木ビル１Ｆ

東京都 練馬区 トモズ大泉学園店 03-5933-2490 東京都練馬区東大泉１ー３３ー６大泉源セントラルビル１Ｆ

東京都 練馬区 西友　ＬＩＶＩＮオズ大泉店 03-3978-4358 東京都練馬区東大泉２ー１０ー１１
東京都 練馬区 スギドラッグ東大泉店 03-5935-8051 東京都練馬区東大泉３ー２ー１５島崎ビル１階
東京都 練馬区 薬マツモトキヨシ ゆめりあフェンテ店 03-5387-3820 東京都練馬区東大泉５ー４３ー１
東京都 練馬区 ウェルパーク 練馬南大泉店 03-5947-5671 東京都練馬区南大泉１－１５－３
東京都 練馬区 スギドラッグ保谷駅北口店 03-6904-5816 東京都練馬区南大泉五丁目３５番２３号モアメーム１Ｆ
東京都 練馬区 ツルハ ツルハドラッグ練馬南田中店 03-5923-0268 東京都練馬区南田中３ー１７ー２４

東京都 練馬区 どらっぐぱぱす　氷川台駅前店 03-3557-4193 東京都練馬区氷川台３ー４０ー１５ガーデン氷川台ハイム

東京都 練馬区 スギ薬局 富士見台店 03-3577-8057 東京都練馬区富士見台２丁目１番１５号

東京都 練馬区 スギ薬局 練馬豊玉店 03-5912-0701 東京都練馬区豊玉中３ー１２ー１１東武ストア練馬豊玉店２階

東京都 練馬区 ウエルシア 豊玉目白通り店 03-5946-3727 東京都練馬区豊玉北５ー２４ー２
東京都 練馬区 どらっぐぱぱす　練馬駅前店 03-3557-9341 東京都練馬区練馬１ー５ー５

東京都 練馬区 スギドラッグ 練馬三丁目店 03-5946-6751 東京都練馬区練馬三丁目２３番１号ベルデ１階

神奈川県 川崎市中原区 ライフ宮内二丁目店  044-766-3311 神奈川県川崎市中原区宮内２丁目１−１

神奈川県 愛甲郡愛川町 ウェルパーク愛川春日台店 0462-86-7629 神奈川県愛甲郡愛川町中津１５４７ー５
神奈川県 綾瀬市 ドラッグセイムス　綾瀬南店 0467-79-5361 神奈川県綾瀬市上土棚３ー２４７１ー１
神奈川県 綾瀬市 クリエイトＳ・Ｄ 綾瀬上土棚店 0467-79-6460 神奈川県綾瀬市上土棚中１ー１１ー２２



神奈川県 綾瀬市 ハックドラッグ 綾瀬タウンヒルズ店 0467-71-6089 神奈川県綾瀬市深谷３７３４ー１（綾瀬タウンヒルズ内）

神奈川県 綾瀬市 ウェルパーク 綾瀬深谷店 0467-79-5152 神奈川県綾瀬市深谷上６ー２ー１
神奈川県 綾瀬市 ツルハドラッグ ライズモール綾瀬店 0467-71-2268 神奈川県綾瀬市深谷中７ー１８ー２
神奈川県 綾瀬市 ＭＥＧＡドン・キホーテ 綾瀬店 0467-71-5711 神奈川県綾瀬市大上２ー１ー１

神奈川県 伊勢原市 スギドラッグ伊勢原成瀬店 0463-74-6033
神奈川県伊勢原市下糟屋３０２２番地の１ヨークマート伊勢原
成瀬店１階

神奈川県 伊勢原市 サンドラッグアクロスプラザ伊勢原 0463-97-0028 神奈川県伊勢原市下落合字道上２７３
神奈川県 伊勢原市 サンドラッグ伊勢原店 0463-98-3312 神奈川県伊勢原市桜台１ー１１ー１５

神奈川県 伊勢原市 スギドラッグ伊勢原駅前店 0463-51-6955 神奈川県伊勢原市桜台１ー３ー３いせはらｃｏｍａ　２階

神奈川県 伊勢原市 ドラッグセガミ 伊勢原店 0463-97-2545
神奈川県伊勢原市桜台１－１－７　小田急マルシェ伊勢原店Ｂ
棟　２階

神奈川県 伊勢原市 サンドラッグ伊勢原板戸店 0463-97-2602 神奈川県伊勢原市板戸字毘沙門池３０ー１
神奈川県 横須賀市 サンドラッグ浦賀店 046-846-5177 神奈川県横須賀市浦賀町３ー６９ー１
神奈川県 横須賀市 クリエイトＳ・Ｄ 横須賀鴨居店 046-846-5095 神奈川県横須賀市鴨居２ー６ー１
神奈川県 横須賀市 ハックドラッグ 久里浜駅前はろーど店 0468-30-3189 神奈川県横須賀市久里浜　　　　４－７－８
神奈川県 横須賀市 ハックドラッグ 久里浜店 046-834-2289 神奈川県横須賀市久里浜２ー１８ー１５
神奈川県 横須賀市 イオン久里浜店 046-838-5200 神奈川県横須賀市久里浜５ー１３ー１
神奈川県 横須賀市 ハックドラッグ 久里浜海岸店 0468-38-1389 神奈川県横須賀市久里浜７ー１ー１４
神奈川県 横須賀市 クリエイトＳ・Ｄ 横須賀根岸店 0468-38-6201 神奈川県横須賀市根岸３ー１６ー３５
神奈川県 横須賀市 ドラッグストアマツモトキヨシ 北久里浜店 0468-34-5861 神奈川県横須賀市根岸町３ー２ー１
神奈川県 横須賀市 ドン・キホーテ ピカソ横須賀中央店 046-828-4011 神奈川県横須賀市若松町１ー３ー１１
神奈川県 横須賀市 ツルハ ツルハドラッグ横須賀モアーズ店 046-820-2730 神奈川県横須賀市若松町２ー３０
神奈川県 横須賀市 ハックドラッグ 横須賀中央店 0468-27-8911 神奈川県横須賀市若松町２ー４田丸屋ビル

神奈川県 横須賀市 ＢＥＡＵＴＥ　ｄｅ　ＣＡＦＥ すずや 046-820-4603
神奈川県横須賀市若松町２丁目３０番地モアーズシティ２０
１ーａ

神奈川県 横須賀市 ツルハ ツルハドラッグ横須賀三笠通り店 046-828-3215 神奈川県横須賀市大滝町２ー２３スギモトビル１Ｆ
神奈川県 横須賀市 ドンキホーテ 横須賀店 0468-28-5411 神奈川県横須賀市大津町１ー７４ー１
神奈川県 横須賀市 サカイヤ薬局　追浜駅前店 0468-66-2816 神奈川県横須賀市追浜町３－８
神奈川県 横須賀市 薬マツモトキヨシ 追浜駅前店 046-865-6272 神奈川県横須賀市追浜本町１丁目２８ー５
神奈川県 横須賀市 ドラッグストアマツモトキヨシ 横須賀武山店 0468-58-1678 神奈川県横須賀市武３ー２１ー１６
神奈川県 横須賀市 ヘルスケアセイジョー ヴィスポ横須賀店 046-820-6822 神奈川県横須賀市平成町２ー１４ー１
神奈川県 横須賀市 エイビイ平成町店 0468-21-4700 神奈川県横須賀市平成町３ー１３ー２
神奈川県 横須賀市 サンドラッグ横須賀平成町店 046-828-6037 神奈川県横須賀市平成町３ー２８ー２
神奈川県 横須賀市  イオン横須賀店 0468-27-4711 神奈川県横須賀市本町２ー１ー１２
神奈川県 横浜市旭区 クリエイトＳ・Ｄ 新白根店 045-952-1100 神奈川県横浜市旭区上白根１ー１ー９

神奈川県 横浜市旭区 ハックドラッグ 希望が丘ＳＣ店 045-360-6689
神奈川県横浜市旭区中希望が丘１７７ー１Ｋー１ショッピング
センター２Ｆ

神奈川県 横浜市旭区 ハックドラッグ 鶴ヶ峰店 045-370-0189 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰２ー８２ー１ココロット鶴ヶ峰１Ｆ

神奈川県 横浜市旭区 ドン・キホーテ二俣川店 045-391-5755 神奈川県横浜市旭区二俣川１ー４３ー２８

神奈川県 横浜市旭区 ハックドラッグ 二俣川ライフ店 045-360-7789
神奈川県横浜市旭区二俣川１－３－２　二俣川北口共同ビル二
俣川ライフ３Ｆ

神奈川県 横浜市磯子区 ハックドラッグ らびすた新杉田店 045-778-6789 神奈川県横浜市磯子区杉田１ー１ー１
神奈川県 横浜市磯子区 ハックドラッグ 横浜杉田店 045-772-7201 神奈川県横浜市磯子区杉田一丁目１５番２６号
神奈川県 横浜市磯子区 ハックドラッグ 洋光台駅前店 045-830-3189 神奈川県横浜市磯子区洋光台　　３－１－１
神奈川県 横浜市栄区 サンドラッグ上郷店 045-897-5881 神奈川県横浜市栄区上郷町１００長瀬ビル１Ｆ



神奈川県 横浜市金沢区 アピタ金沢文庫店 045-783-0001 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２丁目１番１号
神奈川県 横浜市金沢区 クリエイトＳ・Ｄ 金沢柴町店 045-780-3571 神奈川県横浜市金沢区柴町３０３ー３
神奈川県 横浜市金沢区 ハックドラッグ 金沢文庫西口店 045-791-7089 神奈川県横浜市金沢区谷津町４１９
神奈川県 横浜市金沢区  イオン金沢八景店 045-788-0055 神奈川県横浜市金沢区泥亀１ー２７ー１
神奈川県 横浜市金沢区 ドラッグストアマツモトキヨシ シティ能見台店 045-790-5587 神奈川県横浜市金沢区能見台４ー３ー１４
神奈川県 横浜市金沢区 ドン・キホーテ ピカソ能見台店 045-782-2611 神奈川県横浜市金沢区能見台通４ー１
神奈川県 横浜市金沢区 イトーヨーカドー 能見台店 045-781-8111 神奈川県横浜市金沢区能見台東３ー１
神奈川県 横浜市金沢区 薬マツモトキヨシ ビアレ横浜店 045-790-3667 神奈川県横浜市金沢区並木２ー１３ー２
神奈川県 横浜市戸塚区 ハックドラッグ 戸塚店 045-864-5589 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町１９０－１
神奈川県 横浜市戸塚区 ドン・キホーテ 戸塚原宿店 045-858-6611 神奈川県横浜市戸塚区原宿４ー５ー１１
神奈川県 横浜市戸塚区 湘南薬品ラピス 045-864-4193 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１０ラピス１ビル　２Ｆ

神奈川県 横浜市戸塚区 Ｒ．Ｏ．Ｕ． 東急プラザ戸塚店 045-392-6881 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１６ー１　東急プラザ戸塚３階

神奈川県 横浜市戸塚区 ツルハドラッグ 戸塚駅前店 045-881-8268 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１６ー８ＭＳ戸塚ビル

神奈川県 横浜市戸塚区 ハックドラッグ　サクラス戸塚店 045-869-2689 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４２５３－１　サクラス戸塚１Ｆ

神奈川県 横浜市戸塚区 ハックドラッグ 戸塚上倉田店 045-869-3189 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町４７９ー２
神奈川県 横浜市戸塚区 アピタ　戸塚店 045-864-1201 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町７６９－１
神奈川県 横浜市戸塚区 サンドラッグ戸塚深谷店 045-858-2360 神奈川県横浜市戸塚区深谷町１４０４ー１
神奈川県 横浜市戸塚区 サンドラッグ戸塚原宿店 045-858-2301 神奈川県横浜市戸塚区深谷町２３４ー１
神奈川県 横浜市戸塚区  イオン東戸塚店 045-826-4147 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３５ー１

神奈川県 横浜市戸塚区 ハックドラッグ 東戸塚アネックス店 045-828-1189
神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３６－１オーロラモールアネッ
クス６Ｆ

神奈川県 横浜市戸塚区 クリエイトＳ・Ｄ 戸塚俣野店 045-858-5271 神奈川県横浜市戸塚区俣野町１４０４ー５
神奈川県 横浜市港南区 イトーヨーカドー 上永谷店 045-844-1711 神奈川県横浜市港南区丸山台１ー１２
神奈川県 横浜市港南区 サカイヤ　ベルセブン店 045-848-1350 神奈川県横浜市港南区丸山台１－１３－５
神奈川県 横浜市港南区 ドラッグストアマツモトキヨシ 上永谷店 045-846-2020 神奈川県横浜市港南区丸山台３ー１ー７２Ｆ

神奈川県 横浜市港南区 ハックドラッグ 港南台バーズ２ 045-830-0889 神奈川県横浜市港南区港南台３－１－３　港南台バーズ２Ｆ

神奈川県 横浜市港南区 ダイエー 港南台店 045-832-1361 神奈川県横浜市港南区港南台３ー１ー２
神奈川県 横浜市港南区 ドン・キホ－テ ピカソ港南台店 045-830-3911 神奈川県横浜市港南区港南台３ー２２
神奈川県 横浜市港南区 ハックドラッグ 港南台店 045-830-5125 神奈川県横浜市港南区港南台４丁目２４ー１７
神奈川県 横浜市港南区 ドラッグストアマツモトキヨシ 港南台店 045-830-5035 神奈川県横浜市港南区港南台９ー１ー２
神奈川県 横浜市港南区 Ｄｒ．ＫＵＲＡＴＡ 045-848-7924 神奈川県横浜市港南区上大岡１ー６ー１　ウィング２Ｆ
神奈川県 横浜市港南区 サンドラッグ上大岡店 045-840-3516 神奈川県横浜市港南区上大岡西１ー１８ー３
神奈川県 横浜市港南区 薬マツモトキヨシ 上大岡店 045-846-1011 神奈川県横浜市港南区上大岡西京急百貨店　１Ｆ
神奈川県 横浜市港南区 ドン・キホーテ日野インター店 045-882-0411 神奈川県横浜市港南区日野８ー２ー５
神奈川県 横浜市港南区 サンドラッグ野庭店 045-842-8972 神奈川県横浜市港南区野庭町６３７ー２
神奈川県 横浜市港北区 サンドラッグ綱島店 045-534-1322 神奈川県横浜市港北区綱島西２ー８ー１

神奈川県 横浜市港北区 ハックドラッグ 綱島西店 045-540-1745 神奈川県横浜市港北区綱島西２丁目３６０きくむらビル１階

神奈川県 横浜市港北区 ハックドラッグ 綱島駅東口店 045-533-3185 神奈川県横浜市港北区綱島東１ー５ー１７
神奈川県 横浜市港北区 薬マツモトキヨシ トレッサ横浜店 045-532-2562 神奈川県横浜市港北区師岡町７００

神奈川県 横浜市港北区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 新横浜駅ビル店 045-475-2330
神奈川県横浜市港北区篠原町２９３７　キュービックプラザ新
横浜別館１Ｆ

神奈川県 横浜市港北区 クリエイトＳ・Ｄ 横浜新羽店 045-540-0399
神奈川県横浜市港北区新羽町１６３６ー１パテイオワンビルＭ
２階



神奈川県 横浜市港北区 ｍｕｓｅｅ　ｄｅ　ｐｅ 新横浜ぺぺ店 045-477-2255
神奈川県横浜市港北区新横浜３ー４プリンスホテルショッピン
グアーケードペペ１Ｆ

神奈川県 横浜市港北区 イオン横浜新吉田店 045-548-2061 神奈川県横浜市港北区新吉田東８ー４９ー１
神奈川県 横浜市港北区 トモズ 大倉山店 045-547-0900 神奈川県横浜市港北区大倉山３ー１ー１
神奈川県 横浜市港北区 スギ薬局 大倉山店 045-540-6651 神奈川県横浜市港北区大倉山５ー２５ー１９
神奈川県 横浜市港北区 ＭＥＧＡドン・キホーテ 新横浜店 045-533-5611 神奈川県横浜市港北区大豆戸町５２９ー５
神奈川県 横浜市港北区 ウエルシア　横浜大豆戸店 045-533-1131 神奈川県横浜市港北区大豆戸町９８０ー１
神奈川県 横浜市港北区 ｍｕｓｅｅ　ｄｅ　ｐｅａｕ 日吉店 045-560-2225 神奈川県横浜市港北区日吉２ー１ー１日吉東急南館２Ｆ
神奈川県 横浜市港北区 ドン・キホーテ 日吉店 045-560-2011 神奈川県横浜市港北区箕輪町２ー４ー３７
神奈川県 横浜市港北区 ドラッグストアマツモトキヨシ 日吉箕輪店 045-565-4773 神奈川県横浜市港北区箕輪町２ー７０６ー１
神奈川県 横浜市神奈川区 ドラッグストアスマイル　新横浜店 045-470-6660 神奈川県横浜市神奈川区三枚町２１５ー１
神奈川県 横浜市神奈川区 ハックドラッグ 新子安店 045-438-1189 神奈川県横浜市神奈川区新子安１ー２ー４
神奈川県 横浜市神奈川区 ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ 大口店 045-433-1411 神奈川県横浜市神奈川区神之木町２ー３０

神奈川県 横浜市神奈川区 スギ薬局 大口店 045-439-3651 神奈川県横浜市神奈川区神之木町７ー５ライフ大口店２Ｆ

神奈川県 横浜市神奈川区 トモズ 白楽店 045-431-4366 神奈川県横浜市神奈川区白楽１２１
神奈川県 横浜市神奈川区 イオン東神奈川店 045-434-2121 神奈川県横浜市神奈川区富家町１

神奈川県 横浜市神奈川区 ハックドラッグ 片倉コープ店 045-488-5189
神奈川県横浜市神奈川区片倉１ー１６ー３コープかながわ片倉
２Ｆ

神奈川県 横浜市瀬谷区 ハックドラッグ 瀬谷店 045-303-6666 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷　　２－２５－１
神奈川県 横浜市瀬谷区 ハックドラッグ 瀬谷駅北口店 045-300-2289 神奈川県横浜市瀬谷区中央１３街区千画地
神奈川県 横浜市瀬谷区 ウエルシア 瀬谷三ツ境店 045-360-3620 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町２０５
神奈川県 横浜市瀬谷区 ドラッグストアマツモトキヨシ 瀬谷ｅモール店 045-392-2103 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町３０９ー１

神奈川県 横浜市西区 ハックドラッグ ＭＡＲＫ　ＩＳみなとみらい店 045-640-5789
神奈川県横浜市西区みなとみらい３ー５ー１　ＭＡＲＫ　ＩＳ
みなとみらい地下２階

神奈川県 横浜市西区 ハックドラッグ 横浜岡野店 045-317-8889 神奈川県横浜市西区岡野２ー５ー１８
神奈川県 横浜市西区 アインズ＆トルペ 横浜ポルタ店 045-461-1357 神奈川県横浜市西区高島２ー１６　横浜駅東口地下階

神奈川県 横浜市西区
ＴＨＥ　ＣＯＳＭＥＴＩＣ ＴＥＲＲＡＣＥ　Ｂｌｕｅ
ＳｔｒｉＰｅ

045-453-6555 神奈川県横浜市西区高島２ー１６ー１ルミネ３Ｆ

神奈川県 横浜市西区 アインズ＆トルペ マルイシティ横浜店 045-594-8723 神奈川県横浜市西区高島２ー１９ー１２マルイシティ２Ｆ

神奈川県 横浜市西区 ドラッグストアスマイル　藤棚店 045-260-6495 神奈川県横浜市西区藤棚町１－５４
神奈川県 横浜市西区 ハックドラッグ 横浜西口店 045-317-9489 神奈川県横浜市西区南幸１ー１２ー６
神奈川県 横浜市西区 薬マツモトキヨシ 横浜ジョイナスＰａｒｔ２店 045-290-3360 神奈川県横浜市西区南幸１ー４ーＢ１

神奈川県 横浜市西区 アインズ＆トルペ 横浜ジョイナス店 045-548-3235 神奈川県横浜市西区南幸１ー５ー１相鉄ジョイナス　３Ｆ

神奈川県 横浜市西区 ドン・キホーテ 横浜西口店 045-317-3411 神奈川県横浜市西区南幸２ー１５ー５
神奈川県 横浜市西区 ダイエー 横浜西口店 045-312-1333 神奈川県横浜市西区南幸２ー１６ー６
神奈川県 横浜市西区 ヨドバシカメラ 　ヨコハマ 045-313-1010 神奈川県横浜市西区北幸１ー２ー７

神奈川県 横浜市青葉区 スギドラッグあざみ野店 045-482-6731
神奈川県横浜市青葉区あざみ野２ー２ー９　三徳あざみ野店２
階

神奈川県 横浜市青葉区 龍生堂薬局 あざみ野店 045-909-5673 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２ー３０三規庭内
神奈川県 横浜市青葉区 ＭＥＧＡドン・キホーテ 青葉台店 045-988-7911 神奈川県横浜市青葉区しらとり台１１ー２５
神奈川県 横浜市青葉区 薬マツモトキヨシ すすき野とうきゅう店 045-905-5150 神奈川県横浜市青葉区すすき野２ー５ー４
神奈川県 横浜市青葉区 ビッグサン荏子田店 045-905-2708 神奈川県横浜市青葉区荏子田３ー２４

神奈川県 横浜市青葉区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 市ヶ尾店 045-978-5551
神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町１１５４ー２市ヶ尾プラーザ１
階

神奈川県 横浜市青葉区 サンドラッグ若草台店 045-960-0246 神奈川県横浜市青葉区若草台１７ー１



神奈川県 横浜市青葉区 クリエイトＳ・Ｄ 青葉あざみ野店 045-909-0026 神奈川県横浜市青葉区新石川１ー１３ー１０

神奈川県 横浜市青葉区 トモズたまプラーザテラス店 045-910-5627
神奈川県横浜市青葉区新石川２ー２ー１　たまプラーザテラス
サウスプラザ１Ｆ

神奈川県 横浜市青葉区 トモズ　青葉台店 045-532-3315 神奈川県横浜市青葉区青葉台１－６－１４　エキニア青葉台

神奈川県 横浜市青葉区 ｍｕｓｓｅ　ｄｅ　ｐｅａｕ 青葉台 045-989-6633 神奈川県横浜市青葉区青葉台２ー１ー１
神奈川県 横浜市青葉区 トモズ青葉台東急スクエア店 045-985-8705 神奈川県横浜市青葉区青葉台２ー１ー１

神奈川県 横浜市青葉区 ハックドラッグ 藤が丘駅前店 045-979-2289
神奈川県横浜市青葉区藤が丘１ー２８ー１７ＴーＢＯＸビル１
階

神奈川県 横浜市青葉区 ウエルシア　藤が丘店 045-978-6788
神奈川県横浜市青葉区藤が丘１ー３６ー１アポラン藤が丘（東
急ストア藤が丘店）内

神奈川県 横浜市青葉区 ツルハドラッグ タマプラザ店 045-904-0906 神奈川県横浜市青葉区美しが丘　１－５－１

神奈川県 横浜市青葉区 薬マツモトキヨシ たまプラーザ店 045-903-2575
神奈川県横浜市青葉区美しが丘１ー７　東急百貨店たまプラー
ザ店

神奈川県 横浜市泉区 サンドラッグ岡津店 045-810-1561 神奈川県横浜市泉区岡津町１２９
神奈川県 横浜市泉区 ハックドラッグ 瀬谷ひなた山店 045-306-1189 神奈川県横浜市泉区上飯田町４７０２ー１
神奈川県 横浜市泉区 スギドラッグ新橋町店 045-443-5038 神奈川県横浜市泉区新橋町６７８ー１
神奈川県 横浜市泉区 スギ薬局 泉西が岡店 045-810-5331 神奈川県横浜市泉区西が岡１ー３ー１

神奈川県 横浜市泉区 ココカラファイン 相鉄いずみ中央店 045-805-1377 神奈川県横浜市泉区泉中央南５ー４ー１３相鉄ライフ店内２階

神奈川県 横浜市泉区 イトーヨーカドー 立場店 045-805-2111 神奈川県横浜市泉区中田西１ー１ー１５
神奈川県 横浜市泉区 サンドラッグ山手台店 045-815-1951 神奈川県横浜市泉区領家２ー１１ー２
神奈川県 横浜市泉区 サンドラッグ立場店 045-806-7511 神奈川県横浜市泉区和泉町４０３９

神奈川県 横浜市泉区 スギ薬局 いずみ野駅前店 045-435-5514
神奈川県横浜市泉区和泉町６２１４ー１そうてつローゼンいず
み野駅前店内

神奈川県 横浜市中区 薬マツモトキヨシ 伊勢佐木一丁目店 045-250-1085 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町１ー６ー５
神奈川県 横浜市中区 ドン・キホーテ 伊勢佐木町店 045-250-6061 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町３ー９８

神奈川県 横浜市中区 ツルハドラッグ 横浜元町店 045-680-1268 神奈川県横浜市中区元町５－２０３元町スカイビル１Ｆ・２Ｆ

神奈川県 横浜市中区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　Ｅｘｐｒｅｓｓ 桜木町店 045-227-8301 神奈川県横浜市中区桜木町１シャル内

神奈川県 横浜市中区 アインズ＆トルペ コレットマーレ桜木町店 045-263-8641
神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番７号ＴＯＣみなとみらい
１Ｆ

神奈川県 横浜市中区 アインズ＆トルペ コレットマーレ桜木町Ｂ１店 045-664-0611
神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番７号ＴＯＣみなとみらい
Ｂ１Ｆ

神奈川県 横浜市中区 ハックドラッグ 石川町店 045-663-9189 神奈川県横浜市中区石川町　　　１ー１３

神奈川県 横浜市中区 ミネ医薬品 ミネドラッグ横浜関内店 045-641-8017 神奈川県横浜市中区相生町３－５３グランドパークビル１Ｆ

神奈川県 横浜市中区 ウエルシア 横浜長者町店 045-226-5502 神奈川県横浜市中区長者町３ー８ー１
神奈川県 横浜市中区 ハックドラッグ ベイタウン本牧５番街店 045-629-0889 神奈川県横浜市中区本牧原１２マイカル本牧５番街１階
神奈川県 横浜市中区 イオン本牧店 045-624-2121 神奈川県横浜市中区本牧原７ー１
神奈川県 横浜市鶴見区 クリエイトＳ・Ｄ 鶴見下末吉店 045-570-3166 神奈川県横浜市鶴見区下末吉６－１０－３７
神奈川県 横浜市鶴見区 イオン駒岡店 045-585-7000 神奈川県横浜市鶴見区駒岡５ー６ー１

神奈川県 横浜市鶴見区 ドラッグストアマツモトキヨシ フォルテ森永橋店 045-576-3305 神奈川県横浜市鶴見区元宮２－１－６３

神奈川県 横浜市鶴見区 ハックドラッグ シァル鶴見店 045-508-3289 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１ー１ー２シァル鶴見２Ｆ

神奈川県 横浜市鶴見区 薬マツモトキヨシ 京急鶴見店 045-508-0122 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１ー３０ー２

神奈川県 横浜市鶴見区 コクミンドラッグ　鶴見店 045-510-3951 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１ー３１ー２シークレイン１Ｆ



神奈川県 横浜市鶴見区 イトーヨーカドー 鶴見店 045-521-7111 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３ー１５ー３０

神奈川県 横浜市鶴見区 スギドラッグ東寺尾店 045-717-6702
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾１ー４ー１３アビタシオン東寺尾
１階

神奈川県 横浜市都筑区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ センター南店 045-948-4132 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央１ー１センター南駅構内

神奈川県 横浜市都筑区 ハックドラッグ センター南店 045-949-1189
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央１ー２　センター南・光ビル
３ＦＦ区画

神奈川県 横浜市都筑区 ハックドラッグ 港北東急店 045-948-5189
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央５－１
港北東急ＳＣ内

神奈川県 横浜市都筑区 イトーヨーカドー ららぽーと横浜店 045-933-1531 神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５ー１

神奈川県 横浜市都筑区 東京小町 ららぽーと横浜店 045-929-2180 神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５ー１２Ｆ２２１００

神奈川県 横浜市都筑区 ハックドラッグ モザイクモール港北店 045-914-2835
神奈川県横浜市都筑区中川中央１ー１ー０１１０モザイクモー
ル港北内

神奈川県 横浜市都筑区 ハックドラッグ センター北あいたい店 045-910-1301
神奈川県横浜市都筑区中川中央１ー１ー３ショッピングセン
ターあいたい２階

神奈川県 横浜市都筑区 ｍｕｓｅｅ　ｄｅ　ｐｅａｕ ノースポート・モール店 045-914-7275 神奈川県横浜市都筑区中川中央１ー２５ー１２Ｆ

神奈川県 横浜市都筑区 ドン・キホーテ　センター北店 045-914-4511 神奈川県横浜市都筑区中川中央１ー３０ー１

神奈川県 横浜市都筑区 ハックドラッグ 港北ミナモ店 045-590-0189 神奈川県横浜市都筑区中川中央２ー７ー１港北ミナモ１Ｆ

神奈川県 横浜市都筑区 ドラッグセイムス　仲町台駅前店 045-947-0885 神奈川県横浜市都筑区仲町台１ー５ー１

神奈川県 横浜市都筑区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 北山田店 045-591-3011 神奈川県横浜市都筑区北山田１－１－２５カーサパルマス１Ｆ

神奈川県 横浜市南区 薬マツモトキヨシ 井土ヶ谷駅前店 045-716-1277 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷下町２１４ー５
神奈川県 横浜市南区 ドラッグストアマツモトキヨシ 横浜前里町店 045-250-3115 神奈川県横浜市南区前里町４ー１０１
神奈川県 横浜市南区 ハックドラッグ 横浜南太田店 045-711-0113 神奈川県横浜市南区南太田１ー２１ー５
神奈川県 横浜市南区 イトーヨーカドー 横浜別所店 045-716-0679 神奈川県横浜市南区別所１ー１４ー１
神奈川県 横浜市南区 ドラッグストアスマイル　弘明寺店 045-716-1931 神奈川県横浜市南区六ツ川１－１０１
神奈川県 横浜市南区 ハックドラッグ 六ッ川ローゼン店 045-730-6189 神奈川県横浜市南区六ッ川３ー７５
神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ＭＥＧＡドン・キホーテ 狩場インター店 045-722-3611 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町１６４ー１
神奈川県 横浜市保土ケ谷区 イオン天王町店 045-335-6711 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町３
神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ココカラファイン 保土ヶ谷店 045-334-1600 神奈川県横浜市保土ヶ谷区帷子１ー１７ー３ＹＧＹ１階
神奈川県 横浜市緑区 サンドラッグ鴨居店 045-931-6535 神奈川県横浜市緑区鴨居１ー７ー７岩岡ビル１階

神奈川県 横浜市緑区 ツルハドラッグ 十日市場店 045-984-8848
神奈川県横浜市緑区十日市場町８０１－８ホーメストプラザ１
Ｆ

神奈川県 横浜市緑区 アピタ　長津田店 045-989-0511 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台４ー７ー１
神奈川県 横浜市緑区 ドンキホーテ 東名横浜インター店 045-924-3611 神奈川県横浜市緑区霧ヶ丘５ー１ー８
神奈川県 海老名市 トモズららぽーと海老名店 046-206-6037 神奈川県海老名市上郷字扇田６２２番１他

神奈川県 海老名市 スギ薬局 ビナウォーク海老名店 046-236-1071 神奈川県海老名市中央１ー１ー１ビナウォーク１番館２Ｆ

神奈川県 海老名市 ｍｕｓｓｅ　ｄｅ　ｐｅａｕ 海老名店 046-292-4885 神奈川県海老名市中央１ー４ー１ー５番館Ａー１０７ーＣ

神奈川県 海老名市 ツルハ ツルハドラッグ海老名駅前店 046-236-1268 神奈川県海老名市中央１ー４ー３１海老名プラザビル

神奈川県 海老名市 薬マツモトキヨシ マルイファミリー海老名店 046-234-3862 神奈川県海老名市中央１ー６ー１丸井ファミリー海老名店内

神奈川県 海老名市 イオン海老名店 0462-31-2121 神奈川県海老名市中央２ー４ー１
神奈川県 海老名市 クリエイトＳ・Ｄ 新えびな中野店 046-238-4620 神奈川県海老名市中野１ー６ー３４
神奈川県 海老名市 ウエルシア 海老名東柏ケ谷店 046-292-1851 神奈川県海老名市東柏ケ谷１ー２９ー３１



神奈川県 海老名市 スギ薬局 海老名東柏ヶ谷店 046-204-5251 神奈川県海老名市東柏ヶ谷４ー１２ー４
神奈川県 鎌倉市 クリエイトＳ・Ｄ 鎌倉材木座店 0467-61-2501 神奈川県鎌倉市材木座５ー７ー６
神奈川県 鎌倉市 ハックドラッグ 鎌倉店 0467-60-1289 神奈川県鎌倉市小町１丁目５番地
神奈川県 鎌倉市 サンドラッグ鎌倉常盤店 0467-38-1218 神奈川県鎌倉市常盤２７６ー１
神奈川県 鎌倉市 サンドラッグ プラム大船店 0467-46-5311 神奈川県鎌倉市大船１ー８ー１　２Ｆ
神奈川県 鎌倉市 サンドラッグ大船仲通り店 0467-42-7046 神奈川県鎌倉市大船１ー９ー１０
神奈川県 茅ヶ崎市 イオン茅ヶ崎店 0467-88-3131 神奈川県茅ヶ崎市茅ケ崎２ー７ー７１
神奈川県 茅ヶ崎市 イオン茅ヶ崎中央店 0467-82-6111 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎３丁目５番１６号
神奈川県 茅ヶ崎市 トモズ茅ヶ崎ラスカ店 0467-84-1326 神奈川県茅ヶ崎市元町１ー１ラスカ茅ヶ崎２Ｆ

神奈川県 茅ヶ崎市 スギドラッグ 茅ヶ崎香川店 0467-55-0262 神奈川県茅ヶ崎市香川１ー１ー３８マルエツ茅ヶ崎店１Ｆ

神奈川県 茅ヶ崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 茅ヶ崎高田店 0467-54-9561 神奈川県茅ヶ崎市高田５ー５ー１４
神奈川県 茅ヶ崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 茅ヶ崎小和田店 0467-53-2600 神奈川県茅ヶ崎市小和田２ー１７ー１
神奈川県 茅ヶ崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 茅ヶ崎松が丘店 0467-83-7887 神奈川県茅ヶ崎市松が丘２ー１２ー１７
神奈川県 茅ヶ崎市 サンドラッグ茅ヶ崎浜見平店 0467-84-1360 神奈川県茅ヶ崎市松尾１ー２０

神奈川県 茅ヶ崎市 スギドラッグ茅ヶ崎新栄町店 0467-53-8107 神奈川県茅ヶ崎市新栄町２ー２９エピックスチガサキ１Ｆ

神奈川県 茅ヶ崎市 ハックドラッグ 辻堂店 0467-59-1589 神奈川県茅ヶ崎市浜竹３ー４ー４７
神奈川県 茅ヶ崎市 クリエイトＳ・Ｄ 茅ヶ崎八幡店 0467-84-0333 神奈川県茅ヶ崎市矢畑２７４－１
神奈川県 茅ヶ崎市 ツルハ ツルハドラッグフレスポ茅ヶ崎店 0467-84-0200 神奈川県茅ヶ崎市矢畑６２０ー１
神奈川県 厚木市 ハックドラッグ 厚木下荻野店 0462-41-0896 神奈川県厚木市　　　　　　　　下荻野　４３７
神奈川県 厚木市 スギ薬局 厚木愛甲店 046-270-2161 神奈川県厚木市愛甲９３１ー１
神奈川県 厚木市 スギ薬局 厚木恩名店 046-297-3831 神奈川県厚木市恩名１ー１６ー５８

神奈川県 厚木市 スギ薬局 厚木南毛利店 046-270-2189 神奈川県厚木市温水９０６番地１ヨークマート南毛利店内

神奈川県 厚木市 ドラッグストアマツモトキヨシ 厚木下荻野店 046-243-1866 神奈川県厚木市下荻野１０６５
神奈川県 厚木市 サンドラッグ厚木戸室店 046-224-1315 神奈川県厚木市戸室１ー２６ー１８
神奈川県 厚木市 ＭＥＧＡドン・キホーテ 厚木店 046-296-1311 神奈川県厚木市妻田南２丁目８－５
神奈川県 厚木市 ザ・コンボ 厚木妻田店 0462-96-8600 神奈川県厚木市妻田北２ー１３ー１６

神奈川県 厚木市 ウエルシア 本厚木ミロード南館店 046-228-6550
神奈川県厚木市泉町１ー１小田急本厚木ミロード１南館１階２
階

神奈川県 厚木市 Ｒ．Ｏ．Ｕ． 本厚木ミロード店 046-230-3130
神奈川県厚木市泉町１ー１本厚木ミロード１　５階Ｒ．Ｏ．Ｕ
本厚木ミロード店

神奈川県 厚木市 ＰｉｕＭａｇｉ 本厚木ミロード店 0462-30-3211 神奈川県厚木市泉町１丁目１番ミロード４階
神奈川県 厚木市 イオン厚木店 046-223-7680 神奈川県厚木市中町１ー５ー１０
神奈川県 厚木市 薬マツモトキヨシ 本厚木駅前店 0462-24-5051 神奈川県厚木市中町２ー１ー１５２Ｆ
神奈川県 厚木市 ハックドラッグ 厚木中町店 046-294-5361 神奈川県厚木市中町２ー８ー１２
神奈川県 厚木市 ドラッグストアマツモトキヨシ 厚木林店 046-221-1261 神奈川県厚木市林１ー１３ー１２
神奈川県 高座郡寒川町 ドラッグセイムス　寒川駅前店 0467-72-5102 神奈川県高座郡寒川町岡田１０７３－１
神奈川県 高座郡寒川町 スギドラッグ寒川店 0467-38-4520 神奈川県高座郡寒川町岡田５ー１７ー３
神奈川県 高座郡寒川町 クリエイトＳ・Ｄ 新寒川倉見店 0467-72-5720 神奈川県高座郡寒川町倉見６７９ー１

神奈川県 座間市 ツルハドラッグ ライズモール座間ひばりが丘店 046-298-1268
神奈川県座間市ひばりが丘４ー１１ー１ライズモールひばりが
丘２Ｆ

神奈川県 座間市 クリエイトＳ・Ｄ 座間ひばりが丘 046-298-5006 神奈川県座間市ひばりが丘５－１４－２７
神奈川県 座間市 イオンスタイル座間 046-259-2620 神奈川県座間市広野台２ー１０ー４
神奈川県 座間市 薬マツモトキヨシ 小田急マルシェ相武台店 046-252-5161 神奈川県座間市相武台１ー４７５３ー３
神奈川県 座間市 ウエルシア座間入谷店 046-253-9231 神奈川県座間市入谷　５－１９８１－１



神奈川県 座間市 ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ 座間店 046-256-0111 神奈川県座間市入谷１ー４１６ー２
神奈川県 座間市 サンドラッグ座間店 046-256-7512 神奈川県座間市立野台１ー１６ー５０
神奈川県 三浦郡葉山町 クリエイトＳ・Ｄ 葉山堀内店 046-877-5031 神奈川県三浦郡葉山町堀内９７６
神奈川県 三浦市 ハックドラッグ 三崎店 046-880-1389 神奈川県三浦市三崎町六合１ー１
神奈川県 小田原市 ハックエクスプレス 小田原ラスカ店 0465-21-2889 神奈川県小田原市栄町１ー１ー９小田原ラスカ２Ｆ
神奈川県 小田原市 薬マツモトキヨシ 小田原駅東口店 0465-20-2218 神奈川県小田原市栄町１ー２ー１
神奈川県 小田原市 サンドラッグ プラム小田原店 0465-23-7761 神奈川県小田原市栄町２ー９ー９
神奈川県 小田原市 ドン・キホーテ 小田原店 0465-21-5211 神奈川県小田原市栄町２－８－１５
神奈川県 小田原市 クリエイトＳ・Ｄ 小田原荻窪店 0465-30-1051 神奈川県小田原市荻窪２７５ー２
神奈川県 小田原市 クリエイトＳ・Ｄ 小田原高柳町店 0465-41-2050 神奈川県小田原市高田３０９ー１
神奈川県 小田原市 ハックドラッグ 小田原寿町西店 0465-66-6089 神奈川県小田原市寿町１ー２ー２４
神奈川県 小田原市 Ｃｒｅｍｏフレスポ 小田原シティモール店 0465-46-1761 神奈川県小田原市前川１００
神奈川県 小田原市 ウエルシア小田原中町店 0465-21-6017 神奈川県小田原市中町３－４－２８
神奈川県 小田原市 ハックドラッグ ダイナシティ店 0465-46-1589 神奈川県小田原市中里２０８ダイナシティウエスト
神奈川県 小田原市 イトーヨーカドー 小田原店 0465-49-6611 神奈川県小田原市中里２９６ー１
神奈川県 小田原市 ウエルシア小田原南鴨宮店 0465-45-0220 神奈川県小田原市南鴨宮３ー２０ー１
神奈川県 小田原市 ハックドラッグ 富水店 0465-39-3389 神奈川県小田原市堀之内２２２ー１
神奈川県 小田原市 クリエイトＳ・Ｄ 小田原矢作店 0465-39-3562 神奈川県小田原市矢作３８７ー１
神奈川県 秦野市 薬マツモトキヨシ 秦野駅前北口店 0463-83-6868 神奈川県秦野市大秦町１ー１０
神奈川県 秦野市 クリエイトＳ・Ｄ 秦野東海大駅前店 0463-69-1370 神奈川県秦野市南矢名１ー１６ー８
神奈川県 秦野市 イオン秦野店 0463-82-0238 神奈川県秦野市入船町１２ー１
神奈川県 秦野市 クリエイトＳ・Ｄ 平沢店 0463-83-4511 神奈川県秦野市平沢２９８ー１
神奈川県 秦野市 サンドラッグ秦野店 0463-85-0274 神奈川県秦野市平沢３０７ー１
神奈川県 秦野市 スギドラッグ秦野平沢店 0463-79-8440 神奈川県秦野市平沢４２３番地の１ヤオコー秦野店１階
神奈川県 秦野市 ハックドラッグ 秦野平沢店 0463-80-2689 神奈川県秦野市平沢５６０ー１
神奈川県 秦野市 サンドラッグ北金目店 0463-50-6005 神奈川県平塚市北金目１ー６ー１
神奈川県 逗子市 クリエイトＳ・Ｄ 逗子久木店 046-870-6636 神奈川県逗子市久木３ー４１７ー１
神奈川県 逗子市 ドラッグストアマツモトキヨシ 東逗子店 046-871-3716 神奈川県逗子市桜山４ー５ー２６
神奈川県 逗子市 ココカラファイン 逗子店 0468-70-5288 神奈川県逗子市逗子１ー８ー６逗子分譲共同ビル内
神奈川県 逗子市 薬マツモトキヨシ 逗子駅前店 046-870-0201 神奈川県逗子市逗子２ー６ー３２
神奈川県 逗子市 ハックドラッグ 新逗子店 0468-70-6930 神奈川県逗子市逗子５ー１ー６京急駅ビル内
神奈川県 川崎市宮前区 クリエイトＳ・Ｄ 川崎宮崎台駅前店 044-853-5336 神奈川県川崎市宮前区宮崎２ー１０ー８
神奈川県 川崎市宮前区 灰吹屋薬局 宮崎台駅前店 044-855-8755 神奈川県川崎市宮前区宮崎２ー８ー５１花林ビル１Ｆ
神奈川県 川崎市宮前区 ドラッグストアマツモトキヨシ 川崎水沢店 044-978-3050 神奈川県川崎市宮前区水沢２ー３ー８
神奈川県 川崎市宮前区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 東名川崎店 044-853-5999 神奈川県川崎市宮前区土橋　　　２－１７－７
神奈川県 川崎市宮前区 ＭＥＧＡドン・キホーテ東名川崎店 044-870-3811 神奈川県川崎市宮前区馬絹１６４９ー１
神奈川県 川崎市宮前区 サンドラッグ平店 044-862-0871 神奈川県川崎市宮前区平１ー２ー１１

神奈川県 川崎市宮前区 スギ薬局 たいら店 044-870-9131
神奈川県川崎市宮前区平２ー４ー３８そうてつローゼンたいら
店１Ｆ

神奈川県 川崎市宮前区 クリエイトＳ・Ｄ 川崎南野川店 044-750-1280 神奈川県川崎市宮前区野川４０５２
神奈川県 川崎市幸区 ツルハドラッグ 鹿島田店 044-555-2232 神奈川県川崎市幸区下平間２０１
神奈川県 川崎市幸区 薬マツモトキヨシ 鹿島田駅ビル店 044-555-7328 神奈川県川崎市幸区鹿島田１００６

神奈川県 川崎市幸区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　Ｅｘｐｒｅｓｓ 新川崎店 045-476-3344
神奈川県川崎市幸区鹿島田１ー１ー３新川崎スクエア１階マル
エツ店内

神奈川県 川崎市幸区 ツルハドラッグ 小倉店 044-588-2796 神奈川県川崎市幸区小倉１００５
神奈川県 川崎市幸区 ドラッグセガミ クロスガーデン川崎店 044-580-3306 神奈川県川崎市幸区小倉１６５８－３５



神奈川県 川崎市幸区 薬マツモトキヨシ 新川崎店 044-589-1209 神奈川県川崎市幸区新川崎５ー２
神奈川県 川崎市幸区 ドン・キホーテ ｐａｗかわさき店 044-543-1611 神奈川県川崎市幸区神明町１ー４４ー１
神奈川県 川崎市幸区 クリエイトＳ・Ｄ 川崎南加瀬店 044-580-6850 神奈川県川崎市幸区南加瀬３ー９ー３５
神奈川県 川崎市幸区 薬マツモトキヨシ 尻手駅前店 044-540-0121 神奈川県川崎市幸区南幸町３ー１１４ー１
神奈川県 川崎市幸区 トモズ　ラゾーナ川崎店 044-874-8182 神奈川県川崎市幸区堀川町７２ー１
神奈川県 川崎市幸区 東京小町 ラゾーナ川崎店 044-520-8133 神奈川県川崎市幸区堀川町７２ー１２階２２４２０

神奈川県 川崎市幸区 ビックカメラ　ラゾーナ川崎店 044-520-1111 神奈川県川崎市幸区堀川町７２ー１ラゾーナ川崎プラザ３Ｆ

神奈川県 川崎市高津区 イトーヨーカドー 新溝ノ口店 044-844-1711 神奈川県川崎市高津区久本３－６－２０
神奈川県 川崎市高津区 薬マツモトキヨシ 溝ノ口店 044-812-2011 神奈川県川崎市高津区溝ノ口１ー１３ー１８　２Ｆ
神奈川県 川崎市高津区 サンドラッグ溝ノ口店 044-850-4010 神奈川県川崎市高津区溝口１ー１３ー５

神奈川県 川崎市高津区 東京ドーム ショップイン溝の口ノクティプラザ店 044-814-7524 神奈川県川崎市高津区溝口１ー３ー１　ノクティ４Ｆ

神奈川県 川崎市高津区 ドン・キホーテ溝の口店 044-812-3810 神奈川県川崎市高津区溝口１－１３－５

神奈川県 川崎市高津区 ＠ｃｏｓｍｅ　ｓｔｏｒｅ マルイファミリー溝口店 044-850-5222 神奈川県川崎市高津区溝口１ー４ー１マルイファミリー溝口

神奈川県 川崎市高津区 ハイフキヤドラッグ ノクティ店 044-328-5145 神奈川県川崎市高津区溝口１－４－１
神奈川県 川崎市高津区 サンドラッグ子母口店 044-753-2571 神奈川県川崎市高津区子母口根田町３７６番１
神奈川県 川崎市高津区 ライフコーポレーション 子母口店 044-798-0575 神奈川県川崎市高津区子母口字旭田２８４番地

神奈川県 川崎市高津区 はっぴーとーく樹音 044-888-8739
神奈川県川崎市高津区末長１ー８ー１３　梶ケ谷駅前シャトー
ブラン梶ケ谷１

神奈川県 川崎市高津区 ココカラファイン 梶ヶ谷店 044-860-2038 神奈川県川崎市高津区末長１ー８ー２６　第五寿美家ビル

神奈川県 川崎市高津区 クリエイトＳ・Ｄ 川崎末長店 044-850-1670 神奈川県川崎市高津区末長１４３４
神奈川県 川崎市川崎区 ツルハドラッグ 川崎店 044-223-1334 神奈川県川崎市川崎区駅前本町２－１７

神奈川県 川崎市川崎区 コクミンドラッグ　アゼリア店 044-245-1836 神奈川県川崎市川崎区駅前本町２６ー２アゼリア１００３

神奈川県 川崎市川崎区 サンドラッグ川崎銀柳街店 044-221-8251 神奈川県川崎市川崎区駅前本町４ー１１
神奈川県 川崎市川崎区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 川崎ダイス店 044-221-1188 神奈川県川崎市川崎区駅前本町８番地　川崎ダイス１階
神奈川県 川崎市川崎区 ドラッグセイムス　京町店 044-328-0286 神奈川県川崎市川崎区京町２ー１ー１
神奈川県 川崎市川崎区 イトーヨーカドー 川崎港店 044-246-7700 神奈川県川崎市川崎区港町　　　１２－１
神奈川県 川崎市川崎区 ココカラファイン 京急川崎駅前店 044-210-5676 神奈川県川崎市川崎区砂子１ー３ー７
神奈川県 川崎市川崎区 薬マツモトキヨシ 川崎銀柳街店 044-222-5788 神奈川県川崎市川崎区砂子２ー１ー２
神奈川県 川崎市川崎区 イトーヨーカドー 川崎店 044-366-4111 神奈川県川崎市川崎区小田栄２－２－１
神奈川県 川崎市川崎区 クリエイトＳ・Ｄ 川崎渡田店 044-329-1078 神奈川県川崎市川崎区渡田２ー１５ー１０
神奈川県 川崎市川崎区 ヨドバシカメラ 川崎ルフラン 044-223-1010 神奈川県川崎市川崎区日進町１ー１１　Ｂ１Ｆ

神奈川県 川崎市川崎区 薬マツモトキヨシ マーケットスクエア川崎イースト店 044-230-0610 神奈川県川崎市川崎区富士見１ー５ー５

神奈川県 川崎市多摩区 ハックドラッグ 宿河原店 044-930-5589 神奈川県川崎市多摩区宿河原７ー１６ー５
神奈川県 川崎市多摩区 トモズ稲田堤店 044-948-1009 神奈川県川崎市多摩区菅２ー１ー１３
神奈川県 川崎市多摩区 クスリのナカヤマ 京王稲田堤駅前店 044-944-9410 神奈川県川崎市多摩区菅４ー３ー３２
神奈川県 川崎市多摩区 ハックドラッグ 川崎稲田堤店 044-949-3871 神奈川県川崎市多摩区菅５丁目２番２号
神奈川県 川崎市多摩区 ハイフキヤドラッグ 読売ランド店 044-959-5866 神奈川県川崎市多摩区西生田３ー９ー３０

神奈川県 川崎市多摩区 クスリのナカヤマ 向ヶ丘遊園北口店 044-933-1026 神奈川県川崎市多摩区登戸２０２７トゥッティ向ヶ丘遊園１Ｆ

神奈川県 川崎市多摩区 クスリのナカヤマサンシャイン店 044-934-8971
神奈川県川崎市多摩区登戸２７６７ー１サンシャイン向ヶ丘１
階

神奈川県 川崎市中原区 スギ薬局 下新城店 044-750-1231 神奈川県川崎市中原区下新城２丁目６番６号



神奈川県 川崎市中原区 サンドラッグ川崎宮内店 044-753-0507 神奈川県川崎市中原区宮内２ー２５ー１７

神奈川県 川崎市中原区 薬マツモトキヨシ 武蔵小杉駅北口店 044-738-0021
神奈川県川崎市中原区小杉町１ー４０３小杉ビルディング新館
１Ｆ

神奈川県 川崎市中原区 イトーヨーカドー 武蔵小杉店 044-722-1011 神奈川県川崎市中原区小杉町３ー４２０
神奈川県 川崎市中原区 トモズエクスプレス小杉店 044-733-8830 神奈川県川崎市中原区小杉町３ー４３２ー４
神奈川県 川崎市中原区 西友　武蔵新城店 044-755-5151 神奈川県川崎市中原区上新城２ー１２ー１

神奈川県 川崎市中原区 ツルハドラッグ 新城駅前店 044-750-3201 神奈川県川崎市中原区上新城２ー１４ー２３武蔵新城Ａー２

神奈川県 川崎市中原区 クスリのナカヤマ新丸子店 044-431-1336 神奈川県川崎市中原区新丸子東１ー８３２
神奈川県 川崎市中原区 イトーヨーカドー グランツリー武蔵小杉店 044-422-3111 神奈川県川崎市中原区新丸子東３丁目１１３５番地
神奈川県 川崎市中原区 トモズ新城店 044-799-7944 神奈川県川崎市中原区新城１ー３ー１
神奈川県 川崎市中原区 ウエルシア 川崎平間店 044-542-5071 神奈川県川崎市中原区北谷町５７ー５
神奈川県 川崎市中原区 トモズ元住吉西口店 044-433-9979 神奈川県川崎市中原区木月１ー３０ー３３
神奈川県 川崎市中原区 ココカラファイン元住吉店 044-431-6563 神奈川県川崎市中原区木月２ー３ー３５
神奈川県 川崎市中原区 サンドラッグ プラム元住吉店 044-433-5026 神奈川県川崎市中原区木月３ー７ー７
神奈川県 川崎市中原区 クリエイトＳ・Ｄ 川崎田尻町店 044-540-0067 神奈川県中原区田尻町６７ー１
神奈川県 川崎市麻生区 カワチ薬品　はるひ野店 044-980-4681 神奈川県川崎市麻生区はるひ野４－２－１
神奈川県 川崎市麻生区 ツルハ ツルハドラッグ川崎下麻生店 044-980-0268 神奈川県川崎市麻生区下麻生２ー１ー１１
神奈川県 川崎市麻生区 クリエイトＳ・Ｄ 京王若葉台駅前店 044-980-5521 神奈川県川崎市麻生区黒川５６２ー６

神奈川県 川崎市麻生区 ハックドラッグ 新百合ヶ丘店 044-959-0289
神奈川県川崎市麻生区上麻生　　１－２０－１
小田急アコルデ２Ｆ

神奈川県 川崎市麻生区 ＳＡＫＵＲＡＹＡ　ＦＯＲ　ＭＥ 新百合丘店 044-965-8214 神奈川県川崎市麻生区上麻生１ー１ー１新百合ヶ丘ＯＰＡ２Ｆ

神奈川県 川崎市麻生区 新百合丘ビブレ 044-966-4905
神奈川県川崎市麻生区上麻生１ー１９イオンリテール㈱２Ｆビ
ブレ

神奈川県 川崎市麻生区 イトーヨーカドー 新百合ヶ丘店 044-952-5111 神奈川県川崎市麻生区上麻生１ー４ー１
神奈川県 川崎市麻生区 ハックドラッグ 川崎柿生店 044-980-8030 神奈川県川崎市麻生区上麻生５ー４１ー１

神奈川県 川崎市麻生区 ツルハドラッグ 栗平駅前店 044-981-3148 神奈川県川崎市麻生区白鳥３ー５ー５ガーデンヒルズ白鳥１Ｆ

神奈川県 相模原市中央区 サンドラッグ 相模原中央店 042-704-7851 神奈川県相模原市中央区５ー２ー１７
神奈川県 相模原市中央区 サンドラッグ相模原横山台店 042-757-8631 神奈川県相模原市中央区横山台２ー６ー２２

神奈川県 相模原市中央区 スギ薬局 相模原下九沢店 042-775-5955
神奈川県相模原市中央区下九沢５７ー１ヤオコー相模原下九沢
店内

神奈川県 相模原市中央区 ツルハ ツルハドラッグ淵野辺店 042-704-7268 神奈川県相模原市中央区共和３丁目　１ー１ー１
神奈川県 相模原市中央区 ツルハドラッグ 淵野辺駅前店 042-786-5177 神奈川県相模原市中央区鹿沼台２ー２１ー１
神奈川県 相模原市中央区 ツルハ ツルハドラッグ上溝店 042-764-2311 神奈川県相模原市中央区上溝３７７９ー１
神奈川県 相模原市中央区 ウエルシア 相模原星ヶ丘店 042-769-7550 神奈川県相模原市中央区星ヶ丘３ー５ー１
神奈川県 相模原市中央区 ウエルシア 相模原清新７丁目店 042-786-0751 神奈川県相模原市中央区清新７丁目６

神奈川県 相模原市中央区 薬マツモトキヨシ セレオ相模原店 042-776-6268 神奈川県相模原市中央区相模原１丁目１番３号セレオ相模原内

神奈川県 相模原市中央区 ドン・キホーテ ＭＥＧＡドン・キホーテ古淵店 042-786-8411 神奈川県相模原市中央区大野台６ー１４ー９

神奈川県 相模原市中央区 スギドラッグ 相模原富士見店 042-704-8718
神奈川県相模原市中央区富士見６丁目５番７号三和富士見店１
階

神奈川県 相模原市中央区 ドラッグストアマツモトキヨシ 淵野辺店 042-759-2031 神奈川県相模原市中央区淵野辺２丁目６ー３０
神奈川県 相模原市中央区 サンドラッグ相模原並木店 042-750-2291 神奈川県相模原市中央区並木１ー８
神奈川県 相模原市中央区 ツルハドラッグ 相模原矢部店 042-704-5268 神奈川県相模原市中央区矢部４ー１４ー９
神奈川県 相模原市中央区 ツルハドラッグ 相模原店 042-769-2268 神奈川県相模原市中央区由野台２ー２８ー９
神奈川県 相模原市南区 ツルハドラッグ 磯部店 046-252-7826 神奈川県相模原市南区磯部１４０７ー１



神奈川県 相模原市南区 ウェルパーク 原当麻店 0427-77-0651 神奈川県相模原市南区下溝６０６ー９
神奈川県 相模原市南区 薬マツモトキヨシ 古淵駅前店 042-704-3133 神奈川県相模原市南区古淵１丁目９番１８号
神奈川県 相模原市南区 イオン相模原店 042-769-7600 神奈川県相模原市南区古淵２ー１０ー１

神奈川県 相模原市南区 ツルハ ツルハドラッグ古淵店 0427-86-7175 神奈川県相模原市南区古淵２ー１６ー１セントラル喜和１Ｆ

神奈川県 相模原市南区 スギ薬局 相模原古淵店 042-786-1731 神奈川県相模原市南区古淵２丁目５番４号
神奈川県 相模原市南区 イトーヨーカドー 古淵店 0427-50-3131 神奈川県相模原市南区古淵３ー１３ー３３
神奈川県 相模原市南区 スギ薬局 小田急相模原店 042-767-5751 神奈川県相模原市南区松が枝町１７ー５

神奈川県 相模原市南区 ドン・キホーテ ＭＥＧＡドン・キホーテ上鶴間店 042-702-2911 神奈川県相模原市南区上鶴間本町９ー４７ー３０

神奈川県 相模原市南区 クリエイトＳ・Ｄ 新磯野店 0462-58-3311 神奈川県相模原市南区新磯野１ー４１ー７

神奈川県 相模原市南区 薬マツモトキヨシ 相模大野ステーションスクエア店 042-767-1500
神奈川県相模原市南区相模大野３ー８ー１　相模大野ステー
ションスクエアＢ館２階

神奈川県 相模原市南区 ツルハドラッグ 相模大野店 042-767-5750 神奈川県相模原市南区相模大野６ー１５ー３
神奈川県 相模原市南区 ウエルシア　相模大野店 042-701-0138 神奈川県相模原市南区相模大野７ー８ー１４
神奈川県 相模原市南区 クリエイトＳ・Ｄ 相模原大野台店 042-786-6923 神奈川県相模原市南区大野台２ー１５ー２
神奈川県 相模原市南区 サンドラッグ 原当麻店 042-777-8760 神奈川県相模原市南区当麻１１１４ー１

神奈川県 相模原市南区 薬マツモトキヨシ 小田急相模原駅前店 042-766-0531
神奈川県相模原市南区南台３ー２０ー１ラクアル・オダサガ２
０４

神奈川県 相模原市南区 クリエイトＳ・Ｄ 相模原麻溝台店 042-701-8717 神奈川県相模原市南区麻溝台６－２１－２３
神奈川県 相模原市緑区 ウエルシア相模原田名店 042-764-0770 神奈川県相模原市中央区田名４７５７
神奈川県 相模原市緑区 薬マツモトキヨシ 京王橋本駅ビル店 042-775-2330 神奈川県相模原市緑区橋本２ー３ー２
神奈川県 相模原市緑区 中屋薬局 薬局アクアファ－マシ－ 042-700-7560 神奈川県相模原市緑区橋本３ー２８ー１ミウィ橋本１Ｆ
神奈川県 相模原市緑区 ドン・キホ－テ ＳＩＮＧ橋本駅前店 042-775-5310 神奈川県相模原市緑区橋本３ー３ー１ＳＩＮＧ橋本１Ｆ
神奈川県 相模原市緑区 イオン橋本店 042-770-1200 神奈川県相模原市緑区橋本６ー２ー１
神奈川県 相模原市緑区 サンドラッグ城山店 042-782-3490 神奈川県相模原市緑区原宿３ー１ー７
神奈川県 相模原市緑区 ツルハ ツルハドラッグ相模原西橋本店 042-775-5570 神奈川県相模原市緑区西橋本４丁目１１７５ー１他

神奈川県 相模原市緑区 サンドラッグ 西橋本店 042-700-8812 神奈川県相模原市緑区西橋本５ー１ー１ラ・フロール橋本１階

神奈川県 相模原市緑区 イトーヨーカドー アリオ橋本店 042-779-8111 神奈川県相模原市緑区大山町１番２２号
神奈川県 相模原市緑区 サンドラッグ津久井店 042-780-5433 神奈川県相模原市緑区中野９７１ー１
神奈川県 相模原市緑区 サンドラッグ東橋本店 042-770-0160 神奈川県相模原市緑区東橋本４ー１０ー３
神奈川県 足柄下郡湯河原町 ハックドラッグ 湯河原店 0465-60-1889 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥５ー８ー２
神奈川県 足柄上郡開成町 ハックドラッグ 開成牛島店 0465-85-1689 神奈川県足柄上郡開成町みなみ１ー５ー８
神奈川県 足柄上郡大井町 ハックドラッグ 大井松田インター店 0465-85-3889 神奈川県足柄上郡大井町金子３４３番地
神奈川県 大和市 クリエイトＳ・Ｄ つきみ野店 046-272-2237 神奈川県大和市つきみ野５ー１７ー３
神奈川県 大和市 イトーヨーカドー 大和鶴間店 046-261-1211 神奈川県大和市下鶴間　　　　　１－３－１
神奈川県 大和市 イオン大和鶴間店 046-200-3300 神奈川県大和市下鶴間１ー２ー１
神奈川県 大和市 薬マツモトキヨシ ラプラ中央林間店 046-277-2567 神奈川県大和市下鶴間１５９８ー１
神奈川県 大和市 クリエイトＳ・Ｄ りんかんモール店 046-271-5330 神奈川県大和市下鶴間１７４９－６
神奈川県 大和市 ドン・キホーテ大和店 046-200-4011 神奈川県大和市下鶴間２ー１ー１３
神奈川県 大和市 ドラッグストアマツモトキヨシ 大和桜森店 0462-62-2233 神奈川県大和市桜森３ー４
神奈川県 大和市 サンドラッグ西鶴間店 046-200-6055 神奈川県大和市西鶴間４丁目１２ー３８
神奈川県 大和市 ツルハドラッグ 大和駅前店 046-200-6268 神奈川県大和市大和東１ー２ー１大和スカイビル１Ｆ
神奈川県 大和市 ウエルシア大和南店 046-200-3105 神奈川県大和市大和南１ー１２ー１６
神奈川県 大和市 ペンギン薬局 0462-76-8640 神奈川県大和市中央林間４ー５ー５



神奈川県 大和市 イオン大和店 046-269-1111
神奈川県大和市都市計画事業渋谷（南部地区）土地区画整理事
業地内７４街区１外

神奈川県 大和市 くすりセイジョー南林間店 046-271-5090
神奈川県大和市南林間１ー６ー１１小田急江ノ島線南林間駅改
札前

神奈川県 大和市 ツルハドラッグ 大和渋谷店 046-201-0123 神奈川県大和市福田字乙－１区１９７８
神奈川県 中郡大磯町 スギドラッグ平塚西店 0463-74-5195 神奈川県中郡大磯町高麗３ー３ー８
神奈川県 中郡大磯町 クリエイトＳ・Ｄ 大磯国府新宿店 0463-70-6370 神奈川県中郡大磯町国府新宿４９９－１
神奈川県 藤沢市 イトーヨーカドー 湘南台店 0466-87-7360 神奈川県藤沢市　　　　　　　　石川６－２－１
神奈川県 藤沢市 ウエルシア 六会日大前駅東口店 0466-90-0070 神奈川県藤沢市亀井野１ー９ー１１
神奈川県 藤沢市 イトーヨーカドー 藤沢店 0466-26-8311 神奈川県藤沢市鵠沼石上１－１０－１
神奈川県 藤沢市 サンドラッグ藤沢南口店 0466-24-1740 神奈川県藤沢市鵠沼石上１ー７ー５
神奈川県 藤沢市 くすりセイジョー湘南台店 0466-41-3598 神奈川県藤沢市湘南台１ー２ー５丸栄湘南台東口ビル
神奈川県 藤沢市 サンドラッグ湘南台一丁目店 0466-41-1080 神奈川県藤沢市湘南台１ー３１ー１１
神奈川県 藤沢市 ドラッグセイムス　湘南台店 0466-42-1366 神奈川県藤沢市湘南台４ー７ー１４
神奈川県 藤沢市 ツルハドラッグ 藤沢菖蒲沢店 0466-49-5755 神奈川県藤沢市菖蒲沢７９２－１
神奈川県 藤沢市 サンドラッグ石川店 0466-88-8923 神奈川県藤沢市石川２丁目４番地の９
神奈川県 藤沢市 クリエイトＳ・Ｄ 藤沢石川店 0466-86-9001 神奈川県藤沢市石川５ー９ー２６
神奈川県 藤沢市 サンドラッグ辻堂元町店 0466-31-0806 神奈川県藤沢市辻堂元町５ー１３ー１９

神奈川県 藤沢市 ドラッグストアマツモトキヨシ 湘南モールフィル店 0466-30-6009 神奈川県藤沢市辻堂新町４ー１ー１

神奈川県 藤沢市 トモズ　Ｍｒ．Ｍａｘ藤沢ＳＣ店 0466-31-0581 神奈川県藤沢市辻堂新町４ー３ー５１階１１５区画

神奈川県 藤沢市 ハックドラッグ Ｌｕｚ湘南辻堂店 0466-30-1789 神奈川県藤沢市辻堂神台１－２－１２Ｌｕｚ湘南辻堂１Ｆ

神奈川県 藤沢市 ウエルシア 藤沢市民病院前店 0466-29-2556 神奈川県藤沢市藤沢２ー２ー２８

神奈川県 藤沢市 ハックドラッグ 藤沢白旗店 0466-55-3989
神奈川県藤沢市藤沢２ー３ー１５三井ライフスタイルパークト
レアージュ白旗

神奈川県 藤沢市 ウエルシアダイエー藤沢店 0466-55-6370 神奈川県藤沢市藤沢５２０
神奈川県 藤沢市 ビックカメラ藤沢店 0466-29-1111 神奈川県藤沢市藤沢５５９
神奈川県 藤沢市 ドン・キホーテ　藤沢駅前店 0466-29-1711 神奈川県藤沢市南藤沢１９ー１７
神奈川県 藤沢市 ワンズワンファーマシー 藤沢駅前店 0466-29-5061 神奈川県藤沢市南藤沢３ー１２号クリオ藤沢駅前１Ｆ
神奈川県 藤沢市 クリエイトＳ・Ｄ 藤沢片瀬店 0466-55-5130 神奈川県藤沢市片瀬８３ー４
神奈川県 藤沢市 クリエイトＳ・Ｄ 藤沢本鵠沼店 0466-55-3261 神奈川県藤沢市本鵠沼５ー１ー１０
神奈川県 藤沢市 ウエルシア本藤沢店 0466-81-3850 神奈川県藤沢市本藤沢２ー１４ー９
神奈川県 南足柄市 ウエルシア南足柄店 0465-71-0773 神奈川県南足柄市関本７４９ー１
神奈川県 平塚市 ドンキホーテ ＰＡＷひらつか店 0465-51-2311 神奈川県平塚市　　　　　　　　田村２－７－３１
神奈川県 平塚市 ドラッグストアマツモトキヨシ 平塚花水台店 046-330-0012 神奈川県平塚市花水台３２ー３２
神奈川県 平塚市 薬マツモトキヨシ 平塚パールロード店 0463-24-1511 神奈川県平塚市紅谷町１０ー４２Ｆ
神奈川県 平塚市 ツルハ ツルハドラッグ平塚駅北口店 0463-20-6268 神奈川県平塚市紅谷町２ー３
神奈川県 平塚市 クリエイトＳ・Ｄ 平塚紅谷町店 0463-21-1662 神奈川県平塚市紅谷町５ー２３
神奈川県 平塚市 サンドラッグ平塚北口駅前店 0463-25-0330 神奈川県平塚市紅谷町５番２０号ユーユー駅前館１階
神奈川県 平塚市 クリエイトＳ・Ｄ 平塚桜ヶ丘店 0463-37-4521 神奈川県平塚市上平塚１－７０
神奈川県 平塚市 クリエイトＳ・Ｄ 平塚中原店 0463-37-5529 神奈川県平塚市中原２ー４ー３６
神奈川県 平塚市 トモズららぽーと湘南平塚店 0463-73-7473 神奈川県平塚市天沼１０ー１
神奈川県 平塚市 ウエルシア 平塚八重咲店 0463-27-1277 神奈川県平塚市八重咲町４ー１５
神奈川県 平塚市 スギ薬局 平塚店 0463-73-6840 神奈川県平塚市平塚２ー１３ー２１
神奈川県 平塚市 トモズＥＸ平塚ラスカ店 0463-72-8117 神奈川県平塚市宝町１ー１平塚ラスカ１Ｆ

（以上）


