
都道府県 市区町村 店名 電話番号 住所

鳥取県 鳥取市 ゴダイドラッグ 鳥取店 0857-36-0095 鳥取県鳥取市安長２５９ー１
鳥取県 八頭郡智頭町 ゴダイドラッグ 智頭店 0858-75-6255 鳥取県八頭郡智頭町大字市瀬 １５３５ー１
島根県 松江市 ドラッグストアウェルネス黒田店 0852-60-0330 島根県松江市黒田町４５４ー１
島根県 浜田市 ウォンツ浜田西店 0855-24-7250 島根県浜田市日脚町１２２０ー３
島根県 浜田市 ウォンツ片庭店 0855-25-1087 島根県浜田市片庭町８６ー１０
島根県 益田市 ウォンツ益田高津店 0856-31-8170 島根県益田市高津 ７ー９ー３４
島根県 益田市 ウォンツ益田中吉田 0856-23-3679 島根県益田市中吉田町 １０８４ー１
島根県 益田市 リコスマイル 0856-22-4926 島根県益田市駅前町１３ー９
岡山県 岡山市北区 ＮＡＶＩ 086-231-3349 岡山県岡山市北区駅前町 １ー７ー２９
岡山県 岡山市北区 マツモトキヨシ 薬マツモトキヨシ岡山駅Ｂ１店 086-233-3055 岡山県岡山市北区駅元町１ー１ ＪＲ西日本駅構内
岡山県 岡山市北区 ザグザグ 一宮店 086-284-9003 岡山県岡山市北区一宮８８ー１
岡山県 岡山市北区 くすりのラブ田中店 086-242-2340 岡山県岡山市北区田中 １３４ー１０２
岡山県 岡山市北区 くすりのラブ奥田店 086-234-7188 岡山県岡山市北区奥田南町 ３０１ー１
岡山県 岡山市北区 ザグザグ 津高店 086-214-6221 岡山県岡山市北区津高９１６
岡山県 岡山市北区 ザグザグ 小山店 086-905-0015 岡山県岡山市北区小山５２ー１
岡山県 岡山市北区 ザグザグ 西長瀬店 086-805-0345 岡山県岡山市北区西長瀬 １１８ー１
岡山県 岡山市北区 くすりのラブ平田店 086-201-1096 岡山県岡山市北区平田 １０２ー１０４
岡山県 岡山市北区 くすりのラブ岡北店 086-201-0475 岡山県岡山市北区大和町 ２丁目６番２０
岡山県 岡山市北区 ザグザグ 金川店 0867-24-9303 岡山県岡山市北区御津宇垣 １４８３ー１
岡山県 岡山市北区 くすりのラブ薬局　大元店 086-238-2578 岡山県岡山市北区東古松 ３丁目１０番１２号
岡山県 岡山市北区 ザグザグ 三門店 086-214-5788 岡山県岡山市北区西崎 １－９－３８
岡山県 岡山市北区 ザグザグ 大元店 086-805-1300 岡山県岡山市北区大元 １ー１３ー１８
岡山県 岡山市北区 薬マツモトキヨシ 岡山駅東口店 086-803-5377 岡山県岡山市北区駅前町 １ー１ー２１
岡山県 岡山市北区 ザグザグ 北方店 086-801-5200 岡山県岡山市北区北方 ２ー１ー２４
岡山県 岡山市北区 ザグザグ 西古松店 086-805-8801 岡山県岡山市北区西古松 ３２６ー１０１
岡山県 岡山市北区 ウォンツＯｋａｎａｋａ津高店 086-214-2060 岡山県岡山市北区横井上 ８３番３号
岡山県 岡山市北区 ザグザグ ザグザグ下中野店 086-805-1339 岡山県岡山市北区下中野 １２１７ー２
岡山県 岡山市中区 ラブドラッグス平井店 086-274-2811 岡山県岡山市中区平井 ７ー８９２ー６
岡山県 岡山市中区 ザグザグ 高屋店 086-273-2302 岡山県岡山市中区高屋３５１ー１
岡山県 岡山市中区 ザグザグ 海吉店 086-200-1168 岡山県岡山市中区海吉１８１８
岡山県 岡山市中区 くすりのラブ東川原店 086-901-0678 岡山県岡山市中区東川原 ２４１ー１
岡山県 岡山市中区 ザグザグ フレスポ高屋店 086-270-5373 岡山県岡山市中区高屋３０８ー１
岡山県 岡山市中区 ザグザグ 高島店 086-207-6121 岡山県岡山市中区清水 ２丁目８６ー３
岡山県 岡山市中区 ザグザグ 江崎店 086-200-2281 岡山県岡山市中区江崎６９０ー１
岡山県 岡山市東区 ザグザグ 瀬戸店 086-952-9477 岡山県岡山市東区瀬戸町沖１１９
岡山県 岡山市東区 ウォンツ岡山西大寺 086-944-6205 岡山県岡山市東区金岡西町 １０１ー１

【おねがい】下記内容を事前にご確認くださいますよう、お願いいたします。 
●2018年2月13日時点で集計した、メーカー発売日2018年2月16日ネイルホリック新色・新製品 取扱店舗一覧です。 

●店頭在庫を確約するものではございません。 

●メーカー発売日と、実際店頭に陳列される日にちは、諸事情により、多少前後する場合があります。 

●新色・新製品の取扱店舗を掲載していますが、色号数の取扱ラインナップは、各店舗によって異なる可能性があります。 

                                                         ご理解を賜りますよう、何卒宜しくお願いいたします。 



岡山県 岡山市東区 ザグザグ 西大寺店 086-944-5539 岡山県岡山市東区西大寺中野 ９３０ー１

岡山県 岡山市南区 イクタ薬局 086-264-6136
岡山県岡山市南区築港新町 １ー１８ー５ 天満屋ハピータ
ウン岡南店

岡山県 岡山市南区 くすりのラブ岡南店 086-902-0818 岡山県岡山市南区築港新町 １ー１ー６
岡山県 岡山市南区 くすりのラブ福富店 086-264-3462 岡山県岡山市南区福富西 １ー２０ー３２
岡山県 岡山市南区 くすりのラブＰモール藤田店 086-239-3235 岡山県岡山市南区藤田錦 ５６０ー２１４
岡山県 岡山市南区 ザグザグ 彦崎店 086-363-5633 岡山県岡山市南区彦崎２９１７
岡山県 岡山市南区 ザグザグ 福富店 086-902-1339 岡山県岡山市南区豊成 ３ー２２ー１８
岡山県 岡山市南区 ザグザグ わかば店 086-261-5022 岡山県岡山市南区若葉町 ２６ー２０
岡山県 岡山市南区 ザグザグ 妹尾店 086-282-7066 岡山県岡山市南区妹尾 １８８３ー１
岡山県 倉敷市 ＭＡＳＡＹＡ マサヤマルナカマスカット店 086-464-2210 岡山県倉敷市松島１１５４ー２ マルナカマスカット店内

岡山県 倉敷市 シャン 086-472-8167
岡山県倉敷市児島駅前２ー２７ 児島ショッピングコートパ
ティオ １Ｆ

岡山県 倉敷市 くすりのラブコープ児島店 086-470-0881 岡山県倉敷市児島下の町 ２ー１５７６ー１０８
岡山県 倉敷市 ザグザグ 加須山店 086-420-2340 岡山県倉敷市加須山２７７ー５
岡山県 倉敷市 ザグザグ 連島店 086-445-7066 岡山県倉敷市連島２ー７ー１
岡山県 倉敷市 ザグザグ 玉島店 086-523-4305 岡山県倉敷市玉島中央町 ２ー１ー５０
岡山県 倉敷市 ザグザグ 玉島乙島店 086-523-4311 岡山県倉敷市玉島乙島６８８０

岡山県 倉敷市 コスメティック　ＲＯＯＭ 086-445-7102
岡山県倉敷市水島高砂町３ー３５ イオンタウン水島ＳＣ
マックスバリュ水島店内

岡山県 倉敷市 ザグザグ 稲荷町店 086-435-2411 岡山県倉敷市稲荷町９ー２４
岡山県 倉敷市 ザグザグ 笹沖店 086-423-5255 岡山県倉敷市笹沖４７１
岡山県 倉敷市 ザグザグ 西阿知店 086-460-5255 岡山県倉敷市西阿知町９９９－３
岡山県 倉敷市 ザグザグ 西原店 086-460-1189 岡山県倉敷市西阿知町西原 ８３２－１
岡山県 倉敷市 ザグザグ 花の街店 086-435-3911 岡山県倉敷市宮前３３７
岡山県 倉敷市 ザグザグ 上庄店 086-464-5544 岡山県倉敷市上東５０６ー１
岡山県 倉敷市 ウォンツ倉敷連島店 086-444-1055 岡山県倉敷市連島町連島 ４５２ー１
岡山県 倉敷市 ザグザグ 平田店 086-430-2322 岡山県倉敷市平田６７６ー１
岡山県 倉敷市 ザグザグ 琴浦店 086-472-1177 岡山県倉敷市児島下の町 １０丁目１番３９号
岡山県 倉敷市 ザグザグ 中庄店 086-435-0368 岡山県倉敷市中庄 ７ー１
岡山県 倉敷市 ザグザグ 天城店 086-420-1241 岡山県倉敷市藤戸町天城 ６６６ー１
岡山県 倉敷市 ザグザグ 水江店 086-466-7739 岡山県倉敷市西阿知町 １１７ー１
岡山県 倉敷市 ウォンツ倉敷沖店 086-436-3177 岡山県倉敷市沖 １４番１
岡山県 倉敷市 ザグザグ 北畝店 086-450-2282 岡山県倉敷市北畝 ６丁目２番３９号
岡山県 倉敷市 ザグザグ ザグザグ児島柳田店 086-474-2539 岡山県倉敷市児島柳田町 １７２ー１
岡山県 津山市 ザグザグ 院庄店 0868-28-9561 岡山県津山市院庄１２４５ー１
岡山県 津山市 ザグザグ 東一宮店 0868-27-7556 岡山県津山市東一宮６７ー７
岡山県 津山市 ザグザグ ノースランド店 0868-32-1363 岡山県津山市上河原１６０ー２
岡山県 津山市 ザグザグ 高野店 0868-21-7151 岡山県津山市高野本郷 １４１６番地１
岡山県 津山市 ザグザグ 河辺店 0868-21-3370 岡山県津山市河辺９０３
岡山県 津山市 ザグザグ小原店 0868-22-1220 岡山県津山市総社７７ー１
岡山県 津山市 ザグザグ 志戸部店 0868-32-0570 岡山県津山市沼８４８ー１６
岡山県 玉野市 ザグザグ 宇野店 0863-33-6121 岡山県玉野市宇野２ー７９６ー２
岡山県 玉野市 ザグザグ 高崎店 0863-73-5121 岡山県玉野市東高崎 ２５ー１４９
岡山県 玉野市 ザグザグ 長尾店 0863-73-5539 岡山県玉野市長尾６１３ー１
岡山県 笠岡市 ザグザグ 笠岡富岡店 08656-7-3346 岡山県笠岡市富岡 １０ー２６２ー１



岡山県 笠岡市 ザグザグ 笠岡美の浜店 0865-69-7811 岡山県笠岡市緑町５ー５
岡山県 笠岡市 ザグザグ 笠岡番町店 0865-62-0700 岡山県笠岡市富岡 ４７７－３７
岡山県 井原市 ザグザグ 井原笹賀店 0866-65-0086 岡山県井原市笹賀町２９ー１
岡山県 総社市 ザグザグ 総社真壁店 0866-90-0039 岡山県総社市真壁 ６４５ー１
岡山県 高梁市 ザグザグ 落合店 0866-22-6919 岡山県高梁市落合町阿部 １６９７ー１
岡山県 高梁市 ザグザグ 高梁店 0866-22-9500 岡山県高梁市横町１０７２ー３
岡山県 新見市 ザグザグ 新見店 0867-71-2550 岡山県新見市正田橋ノ本４７８
岡山県 備前市 ザグザグ 穂浪店 0869-67-3039 岡山県備前市穂浪２５４１－１
岡山県 赤磐市 ゴダイドラッグ 桜が丘店 0869-95-9161 岡山県赤磐市桜が丘東 ５ー５ー２７９
岡山県 赤磐市 ザグザグ 町苅田店 086-957-3863 岡山県赤磐市町苅田９４０ー１
岡山県 真庭市 ザグザグ 久世店 0867-53-0835 岡山県真庭市惣１８０ー１
岡山県 真庭市 ザグザグ真庭垂水店 0867-52-7300 岡山県真庭市落合垂水字妙見 ４２５ー１
岡山県 美作市 ザグザグ 美作店 0868-73-4820 岡山県美作市入田２２３ー１
岡山県 和気郡和気町 ザグザグ 和気店 0869-92-5611 岡山県和気郡和気町福富 ４４２ー１
岡山県 都窪郡早島町 ザグザグ 早島店 086-482-3900 岡山県都窪郡早島町前潟 ２６３ー１
岡山県 小田郡矢掛町 ザグザグ 矢掛店 0866-82-9755 岡山県小田郡矢掛町江良２４２４
岡山県 勝田郡勝央町 ザグザグ 勝央店 0868-38-0305 岡山県勝田郡勝央町勝間田 ７６７ー１

広島県 広島市中区
フランス屋 チャームコンサルタントフランス屋
アクア店

082-225-3015 広島県広島市中区基町６ー２７ アクア広島センター街１Ｆ

広島県 広島市中区 ウォンツ本通店 082-545-7877 広島県広島市中区本通 ８ー２６
広島県 広島市中区 ウォンツえびす通り店 082-545-5088 広島県広島市中区堀川町 ６ー１９

広島県 広島市中区 フランス屋 森の朝ＷＩＮＥＲＹ 082-546-3188
広島県広島市中区紙屋町２丁目 地下街２１４号 紙屋町
シャレオ南通り

広島県 広島市中区 ウォンツ江波店 082-503-4800
広島県広島市中区江波西 １ー２４ー５０ マダムジョイ江波
店内

広島県 広島市中区 ウォンツ吉島店 082-544-2130 広島県広島市中区吉島西 ２ー１５ー１２
広島県 広島市中区 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン東千田店 082-546-2228 広島県広島市中区東千田町 １－１－１０８
広島県 広島市中区 マツモトキヨシ 薬マツモトキヨシ広島金座街店 082-545-7211 広島県広島市中区堀川町 ６ー１１
広島県 広島市中区 ウォンツ小町店 082-504-8077 広島県広島市中区小町２ー１
広島県 広島市中区 ウォンツ本通Ⅱ店 082-545-1301 広島県広島市中区本通３ー５
広島県 広島市中区 ウォンツ舟入市民病院前店 082-297-1007 広島県広島市中区舟入本町 ８ー１
広島県 広島市東区 ウォンツ光町店 082-262-8182 広島県広島市東区光町 ２ー７ー１１
広島県 広島市東区 ウォンツ下温品店 082-289-2233 広島県広島市東区温品 ７ー１１ー３４
広島県 広島市東区 ウォンツフォレオ広島東店 082-508-6601 広島県広島市東区温品 １ー３ー２
広島県 広島市東区 ウォンツ愛宕店 082-568-5667 広島県広島市東区愛宕町 ５番２４号

広島県 広島市南区 フランス屋 森の朝きらら 082-567-8640
広島県広島市南区松原町９ー１ エールエールＡ館専門店
街Ｂ２Ｆ

広島県 広島市南区 ウォンツ東雲店 082-890-3801 広島県広島市南区東雲本町 ２ー４ー１９
広島県 広島市南区 ウォンツ皆実町店 082-250-0660 広島県広島市南区皆実町 ５ー２０ー９
広島県 広島市南区 マツモトキヨシ 広島駅ビルアッセ店 082-567-6866 広島県広島市南区松原町 ２ー３７

広島県 広島市南区
マツモトキヨシドラッグストア マツモトキヨシ広
島御幸の杜店

082-250-8865 広島県広島市南区宇品御幸２丁目 １８番１２号

広島県 広島市南区 ウォンツ本浦店 082-890-7750 広島県広島市南区東本浦町 ２２ー３２
広島県 広島市西区 ウォンツ草津店 082-501-5051 広島県広島市西区草津南 ４ー１ー１６
広島県 広島市西区 ウォンツ横川店 082-232-1530 広島県広島市西区横川町 ３ー２ー１９



広島県 広島市西区 フランス屋 森の朝水車小屋 082-501-1225
広島県広島市西区草津新町 ２丁目２６ー１ アルパーク東
棟４Ｆブルーサイド

広島県 広島市西区 ウォンツ己斐駅前店 082-507-5211 広島県広島市西区己斐本町 １ー９ー２４
広島県 広島市西区 ウォンツ観音店 082-297-7167 広島県広島市西区南観音 ７ー４ー２４
広島県 広島市西区 ウォンツ三篠店 082-230-0777 広島県広島市西区三篠北町 １ー１５
広島県 広島市西区 ウォンツ己斐上店 082-527-0101 広島県広島市西区己斐上 １ー１１ー５２
広島県 広島市西区 ウォンツ横川駅ビル店 082-503-6011 広島県広島市西区横川町 ３ー２ー２９
広島県 広島市西区 ウォンツ庚午店 082-507-5010 広島県広島市西区庚午北２ー１９
広島県 広島市西区 ウォンツ己斐本町店 082-507-3277 広島県広島市西区己斐本町 ２丁目１３ー２４
広島県 広島市西区 ウォンツ井口明神店 082-270-3117 広島県広島市西区井口明神 １丁目１番１０号
広島県 広島市西区 ウォンツ楠木店 082-509-3510 広島県広島市西区楠木町 ３ー１ー１０
広島県 広島市安佐南区レデイ薬局 Ｍ２１緑井コスメ店 082-870-2511 広島県広島市安佐南区緑井 １ー５ー２
広島県 広島市安佐南区ウォンツ西原店 082-832-2870 広島県広島市安佐南区西原 ５ー６ー９
広島県 広島市安佐南区ウォンツ緑井店 082-877-4115 広島県広島市安佐南区緑井 ３ー１７ー２０
広島県 広島市安佐南区ウォンツ沼田伴店 082-849-6500 広島県広島市安佐南区伴東 七丁目６１番１号
広島県 広島市安佐南区ウォンツ安古市店 082-872-7081 広島県広島市安佐南区相田 １ー１ー４４
広島県 広島市安佐南区岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン西風新都店 082-849-5460 広島県広島市安佐南区大塚西 ６ー６ー１
広島県 広島市安佐南区ウォンツ八木店 082-830-2780 広島県広島市安佐南区八木 ５ー５ー３３

広島県 広島市安佐南区フランス屋 トリコフランス屋 082-832-3838
広島県広島市安佐南区祇園 ３丁目２ー１ イオンモール広
島祇園１Ｆ

広島県 広島市安佐南区ウォンツ西風新都店 082-849-5650 広島県広島市安佐南区伴南４丁目 １－１
広島県 広島市安佐南区ウォンツ祇園店 082-832-5220 広島県広島市安佐南区祇園３丁目 １５ー２１
広島県 広島市安佐南区ウォンツ八木城南店 082-830-2210 広島県広島市安佐南区八木 １丁目２８番ー９号
広島県 広島市安佐南区ウォンツ長束店 082-509-1077 広島県広島市安佐南区長束 ３ー１０ー１２
広島県 広島市安佐南区ウォンツ伴東店 082-849-4270 広島県広島市安佐南区伴東 ５ー２６ー２
広島県 広島市安佐北区みやけサンリブ店 082-814-0707 広島県広島市安佐北区可部 ５ー１１ー１７ サンリブ可部
広島県 広島市安佐北区ウォンツ高陽矢口店 082-845-7077 広島県広島市安佐北区口田 １ー２１ー２３
広島県 広島市安佐北区ウォンツ高陽落合店 082-841-4077 広島県広島市安佐北区落合 １ー４５ー１３
広島県 広島市安佐北区ウォンツ可部店 082-815-0101 広島県広島市安佐北区可部 ３丁目８ー４３
広島県 広島市安佐北区ウォンツ亀山店 082-814-3030 広島県広島市安佐北区亀山 ３ー３ー１９
広島県 広島市安佐北区ウォンツアクロスプラザ高陽店 082-841-5611 広島県広島市安佐北区深川 ５ー３０ー３８
広島県 広島市安佐北区ウォンツ三入店 082-810-5501 広島県広島市安佐北区三入 ３丁目１７番１号
広島県 広島市安佐北区ウォンツ口田店 082-841-1007 広島県広島市安佐北区口田 ３ー３０ー
広島県 広島市佐伯区 ウォンツ五日市コイン通り店 082-943-8510 広島県広島市佐伯区五日市中央 １ー１ー３
広島県 広島市佐伯区 ウォンツ八幡西店 082-926-4410 広島県広島市佐伯区八幡東 ３ー１９ー８
広島県 広島市佐伯区 ウォンツ海老園店 082-943-5850 広島県広島市佐伯区海老園 ３ー１９ー２２
広島県 広島市佐伯区 ウォンツ波出石店 082-943-5205 広島県広島市佐伯区五日市中央 ７ー１６ー６
広島県 呉市 ピコ 0823-24-1929 広島県呉市中通３ー２ー１８ クレアル内
広島県 呉市 ウォンツ広白石店 0823-76-5655 広島県呉市広白石１ー３ー３５
広島県 呉市 ウォンツ警固屋店 0823-20-2611 広島県呉市警固屋４ー９ー２０
広島県 竹原市 ウォンツ竹原店 0846-23-0277 広島県竹原市竹原町下新開 ３５５４ー２
広島県 三原市 ウォンツ三原古浜店 0848-61-5510 広島県三原市古浜１ー４ー１
広島県 三原市 ウォンツ三原宮浦店 0848-61-0610 広島県三原市宮浦６ー１ー１
広島県 尾道市 ウォンツ三成店 0848-24-5480 広島県尾道市美ノ郷町三成 １６３３
広島県 尾道市 ザグザグ 向島店 0848-20-6339 広島県尾道市向島町 ５５３３ー４７
広島県 福山市 イトーヨーカドー 福山店 0849-71-0091 広島県福山市入船町３ー１ー６０



広島県 福山市 きらら 0849-34-8701 広島県福山市松永町 ２ー１ー１６
広島県 福山市 ルック ポートプラザ店 0849-71-1245 広島県福山市入船町 ３ー１ー２５
広島県 福山市 ルック さんすて店 084-927-2138 広島県福山市三之丸町３０ー１ さんすて福山店内
広島県 福山市 ザグザグ 大門店 084-946-4170 広島県福山市大門町 ２ー２３ー４６
広島県 福山市 ザグザグ 沼南店 084-980-0132 広島県福山市沼隈町草深 １９７３ー１
広島県 福山市 ザグザグ 水呑店 084-920-5060 広島県福山市水呑町 ５０街区５
広島県 福山市 ザグザグ 曙店 084-981-1635 広島県福山市曙町 ３ー２７８ー２
広島県 福山市 ルック 神辺フジグラン店 084-960-0239 広島県福山市神辺町道上７５
広島県 福山市 ザグザグ 南蔵王店 084-973-1139 広島県福山市南蔵王町 ２ー１８ー２９
広島県 福山市 ウォンツ福山幕山店 084-948-6301 広島県福山市幕山台 ８ー１ー３３
広島県 福山市 ザグザグ 福山三吉店 084-973-5015 広島県福山市三吉町 １ー５ー１
広島県 福山市 ザグザグ 神辺店 084-960-3393 広島県福山市神辺町川北１４３５
広島県 福山市 ザグザグ 新市店 0847-54-0577 広島県福山市新市町戸手 ９８４ー１
広島県 福山市 ザグザグ 山手店 084-949-0139 広島県福山市山手町６ー４ー７
広島県 福山市 ザグザグ 松永店 084-930-4139 広島県福山市今津町３ー８ー６０
広島県 福山市 マツモトキヨシ 薬マツモトキヨシ福山駅店 084-926-6557 広島県福山市三之丸町３０ー１
広島県 福山市 ウォンツハピアス駅家店 084-977-1166 広島県福山市駅家町上山守 ４５０ー１
広島県 福山市 ウォンツ福山三吉店 084-973-5717 広島県福山市三吉町 ４ー１０ー２２
広島県 福山市 ウォンツ福山御船店 084-973-2233 広島県福山市御船町１ー９ー３
広島県 府中市 オオハラｂｙｎａｏ 0847-45-8685 広島県府中市府川町１８６ー１ 府中天満屋ソシア１Ｆ
広島県 府中市 ウォンツ府中店 0847-47-1120 広島県府中市鵜飼町６０５
広島県 府中市 ザグザグ 中須店 0847-40-3141 広島県府中市中須町 ４５ー１
広島県 三次市 チャ―ムショップこんどう 08246-3-8020 広島県三次市十日市中 １ー１ー１０　ＣＣプラザ１Ｆ
広島県 三次市 ウォンツ三次店 0824-64-8600 広島県三次市南畑敷町 １４０ー２
広島県 三次市 ウォンツ三次東店 0824-64-7870 広島県三次市南畑敷町 ３３０ー１
広島県 三次市 ウォンツ三次十日市 0824-65-1000 広島県三次市十日市西 １ー１ー２８
広島県 庄原市 ウォンツ庄原店 0824-75-4555 広島県庄原市西本町 ２ー１８ー２３
広島県 庄原市 ザグザグ 東城店 08477-3-0223 広島県庄原市東城町川東 １３２７
広島県 大竹市 ウォンツ大竹店 0827-52-7445 広島県大竹市油見 ３ー２０ー８
広島県 東広島市 新粧屋フジグラン東広島店 0824-21-0035 広島県東広島市西条町御薗宇 ４３０２
広島県 東広島市 ウォンツ西条中央店 0824-31-3361 広島県東広島市西条中央 ３ー３ー１５
広島県 東広島市 ウォンツ八本松店 0824-27-0101 広島県東広島市八本松東 ７ー８ー１０
広島県 東広島市 ウォンツ西条西店 0824-31-3611 広島県東広島市西条町寺家 ３７９１ー１
広島県 東広島市 ウォンツ黒瀬店 0823-83-6360 広島県東広島市黒瀬町楢原 ６６４ー１
広島県 東広島市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン東広島高屋店 0824-20-4050 広島県東広島市高屋町杵原 １７７６
広島県 東広島市 ザグザグ 西条西本町店 082-421-2739 広島県東広島市西条西本町 ２７番３３号
広島県 廿日市市 ウォンツ阿品台店 0829-20-3375 広島県廿日市市阿品 ４ー３２ー６０
広島県 廿日市市 ウォンツ宮内店 0829-37-0027 広島県廿日市市宮内 ４４７９
広島県 廿日市市 ウォンツ佐方店 082-920-1027 広島県廿日市市佐方 ４ー２ー２０
広島県 廿日市市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン広島廿日市店 0829-34-4755 広島県廿日市市住吉 １ー６ー２４
広島県 廿日市市 ウォンツ大野店 0829-50-5580 広島県廿日市市大野中央 ５ー１ー４５
広島県 廿日市市 ウォンツ鷹の巣店 0829-40-0177 広島県廿日市市永原１２４１
広島県 廿日市市 ウォンツ廿日市新宮 0829-34-0120 広島県廿日市市新宮 １ー９ー３４
広島県 廿日市市 ウォンツ大野早時店 0829-50-2080 広島県廿日市市大野早時 ３４０６ー２５
広島県 安芸高田市 ウォンツ吉田店 0826-47-1101 広島県安芸高田市吉田町吉田 ９６０ー１
広島県 江田島市 ウォンツ大柿店 0823-40-3301 広島県江田島市大柿町大原 １０４１ー１



広島県 安芸郡府中町 ウォンツ府中本町店 082-890-3170 広島県安芸郡府中町本町 ４ー１２

広島県 安芸郡府中町 フランス屋 フランス屋ＬＩＢＲＡＲＹ 082-284-7676
広島県安芸郡府中町大須 ２ー１ー１ イオンモール広島府
中２Ｆ

広島県 安芸郡府中町 岩崎宏健堂 クスリ岩崎広島府中南店 082-890-7255 広島県安芸郡府中町桃山 ２ー１ー２５
広島県 安芸郡府中町 ウォンツ府中新地店 082-890-0160 広島県安芸郡府中町新地 ２番１６号
広島県 安芸郡海田町 ウォンツ海田栄町店 082-821-3137 広島県安芸郡海田町栄町 ５ー２９
広島県 安芸郡熊野町 ウォンツ熊野店 082-854-3160 広島県安芸郡熊野町萩原 ９ー１４ー１７
広島県 安芸郡熊野町 ウォンツ熊野平谷店 082-855-6377 広島県安芸郡熊野町平谷 ４ー１ー１０
広島県 安芸郡坂町 ウォンツ坂店 082-885-8511 広島県安芸郡坂町平成ケ浜 ２丁目２ー１０
広島県 山県郡北広島町ウォンツ千代田店 0826-72-7141 広島県山県郡北広島町有田６０９
広島県 山県郡北広島町ザグザグ 千代田店 0826-72-7239 広島県山県郡北広島町有田 １７５６
広島県 世羅郡世羅町 ザグザグ 世羅店 0847-25-5039 広島県世羅郡世羅町西上原 ８７８
山口県 下関市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーンイオン長府店 083-241-2122 山口県下関市長府外浦町２ー５
山口県 下関市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン下関安岡店 083-262-3350 山口県下関市梶栗町３丁目６ー６
山口県 下関市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン下関菊川店 083-288-1117 山口県下関市菊川町大字上岡枝 ７６１番地１
山口県 下関市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン小月店 083-283-2501 山口県下関市清末鞍馬 ３丁目１ー１
山口県 宇部市 ウォンツ宇部新川店 0836-38-0120 山口県宇部市島３ー５ー１
山口県 宇部市 ウォンツ宇部厚南店 0836-45-3922 山口県宇部市厚南中央 一丁目７番４８号
山口県 宇部市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン宇部恩田店 0836-29-6007 山口県宇部市神原町２ー７ー５７
山口県 宇部市 ウォンツ宇部西岐波店 0836-54-1011 山口県宇部市西岐波２４５０ー１
山口県 宇部市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン宇部琴芝店 0836-37-0077 山口県宇部市西琴芝 １ー７ー２５ー２
山口県 宇部市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン宇部西岐波店 0836-54-1010 山口県宇部市西岐波字浜田 １５５０ー１
山口県 宇部市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーンメルクス宇部 0836-59-0033 山口県宇部市東岐波１５１９ー１
山口県 宇部市 ウォンツ宇部琴芝店 0836-37-0655 山口県宇部市北琴芝 ２ー１１ー４５
山口県 宇部市 ウォンツ宇部沼店 0836-37-0620 山口県宇部市沼３丁目５ー２０
山口県 山口市 ＳＡＮＢＩ 0839-22-1580 山口県山口市米屋町３ー２２
山口県 山口市 岩崎宏健堂 コーケンドラッグ山口米屋町店 083-921-6240 山口県山口市米屋町３ー２０
山口県 山口市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン山口湯田店 083-934-3861 山口県山口市湯田温泉 ６ー２ー２２
山口県 山口市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーンメルクス山口 083-921-8327 山口県山口市大字黒川字大土手 ８２ー１
山口県 山口市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン山口北店 083-933-0211 山口県山口市桜畠２ー２３１０

山口県 山口市
岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーンイオンタウン
小郡店

083-974-0086 山口県山口市小郡前田町 ２番２２号

山口県 山口市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン山口大内店 083-941-0777 山口県山口市大内御堀 １７４５ー１
山口県 山口市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン山口吉敷店 083-933-1010 山口県山口市吉敷字棚田２５７７
山口県 山口市 ウォンツ山口大内店 083-933-0811 山口県山口市大内御堀字下堀 ９６２ー１
山口県 山口市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン維新公園店 083-921-6555 山口県山口市維新公園 ５丁目２番１５号
山口県 山口市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン湯田温泉駅前 083-934-3888 山口県山口市下市町７ー２４
山口県 山口市 ウォンツ山口小郡店 083-976-0517 山口県山口市小郡下郷 ７９７ー８
山口県 山口市 ウォンツ上山口店 083-934-3363 山口県山口市三の宮 １丁目２ー４７
山口県 山口市 ウォンツ宮野店 083-921-6125 山口県山口市宮野下２８７９ー１
山口県 山口市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン湯田西店 083-932-4100 山口県山口市湯田温泉 ６丁目８ー６４
山口県 萩市 ウォンツ萩店 0838-24-0910 山口県萩市大字椿東２８８３ー１
山口県 萩市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン萩土原店 0838-24-0030 山口県萩市土原字土原３８３ー６
山口県 萩市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン萩ひやこ店 0838-24-2420 山口県萩市大字平安古町 ５５７番地
山口県 防府市 化粧品のよしすえ 0835-24-0810 山口県防府市中央町１ー３ イオン防府店１Ｆ
山口県 防府市 ウォンツ防府八王子店 0835-20-1210 山口県防府市八王子２ー８ー９



山口県 防府市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン防府駅南店 0835-20-1180 山口県防府市駅南町７ー３５
山口県 防府市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーンコスパ防府店 0835-26-6611 山口県防府市植松５７５ー１

山口県 防府市
岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーンイオンタウン
防府店

0835-27-5545 山口県防府市鐘紡町７ー１

山口県 防府市 ドラッグストアモリ防府国衙店 0835-28-1087 山口県防府市国衙 ４丁目１番４１号
山口県 下松市 西友　周南店 0833-41-3901 山口県下松市中央町２１ー３

山口県 下松市
コスメティックハウス　ラ・ノーブル ザ・モール
周南星プラザ店

0833-45-1115 山口県下松市中央町２１ー３ ザ・モール周南星プラザ

山口県 下松市 ウォンツ下松店 0833-45-4300 山口県下松市望町３ー１６ー１３
山口県 下松市 ウォンツ下松桜町店 0833-45-2670 山口県下松市桜町１丁目 １４ー２８
山口県 下松市 岩崎宏健堂 下松花岡店 0833-45-4151 山口県下松市生野屋字国成 ４３８ー１
山口県 下松市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン下松山田店 0833-46-2388 山口県下松市大字山田１５３
山口県 岩国市 岩崎宏健堂 岩国錦見店 0827-44-0880 山口県岩国市錦見８ー８７ー１
山口県 岩国市 ソレイユ 0827-22-1233 山口県岩国市麻里布町２ー９ー８
山口県 岩国市 岩崎宏健堂 玖珂店 0827-82-6163 山口県岩国市玖珂町市頭 １０１０ー１
山口県 岩国市 ウォンツ岩国室の木店 0827-30-0222 山口県岩国市室の木町 １ー２ー３８
山口県 岩国市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン岩国平田店 0827-32-3500 山口県岩国市南岩国町 ２ー４６５ー１
山口県 岩国市 ウォンツ南岩国店 0827-32-6767 山口県岩国市南岩国町 １ー２０ー３６
山口県 岩国市 ウォンツ西岩国店 0827-44-2500 山口県岩国市錦見６ー１４ー３２
山口県 岩国市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン南岩国店 0827-34-0800 山口県岩国市南岩国町 ３丁目８番６３号
山口県 岩国市 ウォンツ由宇店 0827-62-1220 山口県岩国市由宇町中央１丁目 ６ー１
山口県 光市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン光浅江店 0833-74-1411 山口県光市浅江３ー１０ー５
山口県 光市 クスリ岩崎チェーン 光井店 0833-74-2300 山口県光市光井３ー２２５９ー１
山口県 光市 ウォンツ光浅江店 0833-74-0321 山口県光市浅江５ー４ー１
山口県 光市 岩崎宏健堂 小周防店 0833-76-0010 山口県光市小周防１６５０ー１
山口県 長門市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン人丸店 0837-33-3777 山口県長門市油谷新別名 １０１６ー１０
山口県 長門市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン長門深川店 0837-22-3411 山口県長門市東深川 １９５９ー１
山口県 柳井市 クスリ岩崎チェーンイオン柳井店 0820-24-0233 山口県柳井市柳井１７３８ー３
山口県 柳井市 ウォンツ柳井店 0820-24-1051 山口県柳井市古開作６４７ー１
山口県 柳井市 イブセンまつひろゆめタウン柳井 0820-22-2140 山口県柳井市南町４丁目５ー３
山口県 美祢市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン美祢店 0837-54-0303 山口県美祢市大嶺町東分字沖田 １２２７
山口県 美祢市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン美東店 08396-2-5211 山口県美祢市美東町大田 ５４９５番地１
山口県 周南市 コーケンドラッグ 南銀座店 0834-27-2451 山口県周南市みなみ銀座２ー２７
山口県 周南市 岩崎宏健堂 徳山一の井手店 0834-22-1436 山口県周南市下一の井手 ５６３６ー５
山口県 周南市 岩崎宏健堂 遠石店 0834-32-6738 山口県周南市遠石３ー５ー４７
山口県 周南市 ウォンツ周南富田店 0834-61-2120 山口県周南市平野２ー１ー２５
山口県 周南市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン永源山公園店 0834-61-2288 山口県周南市大神３ー５ー３４
山口県 周南市 クスリ岩崎チェーン 秋月店 0834-36-1170 山口県周南市秋月１ー４８ー４
山口県 周南市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン徳山緑町店 0834-32-5007 山口県周南市今宿２丁目３３番７

山口県 周南市
岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーンイオンタウン
周南店

0834-61-2255 山口県周南市古市１丁目４番１号

山口県 周南市 ウォンツ周南周陽店 0834-39-0770 山口県周南市周陽１丁目１ー１
山口県 周南市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン徳山久米店 0834-36-1888 山口県周南市久米３２０６－１
山口県 周南市 ウォンツイオンタウン周南久米店 0834-36-1271 山口県周南市久米２８６７番地

山口県 山陽小野田市 おしゃれ館　ベニヤ 0836-84-5010
山口県山陽小野田市西高泊ワカリ ６４０ー１　アルク小野
田店内



山口県 山陽小野田市 ウォンツ小野田店 0836-81-5155 山口県山陽小野田市中川 ３ー１０ー１７
山口県 山陽小野田市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーンイオン小野田 0836-81-1121 山口県山陽小野田市東高泊 字二ノ茅場１２５６
山口県 山陽小野田市 岩崎宏健堂 クスリ岩崎チェーン小野田中川店 0836-81-4550 山口県山陽小野田市稲荷町 ４ー２０
山口県 山陽小野田市 ウォンツ厚狭店 0836-71-1130 山口県山陽小野田市厚狭１０６５
山口県 熊毛郡田布施町岩崎宏健堂 田布施店 0820-51-0102 山口県熊毛郡田布施町麻郷奥見田 １０１ー１
山口県 熊毛郡平生町 ウォンツ平生店 0820-57-3080 山口県熊毛郡平生町平生町５７１
山口県 熊毛郡平生町 クスリ岩崎チェーンイオンタウン平生店 0820-57-0202 山口県熊毛郡平生町平生町 ５８８ー１
徳島県 徳島市 ドラッグストアチャーリー 沖浜店 088-655-3211 徳島県徳島市沖浜３ー５
徳島県 徳島市 キリン堂田宮店 088-637-0703 徳島県徳島市北田宮１丁目３ー５
徳島県 徳島市 ドラッグストアチャーリー 佐古店 088-611-5801 徳島県徳島市佐古八番町１ー１
徳島県 徳島市 キリン堂 昭和店 088-612-0560 徳島県徳島市昭和町５ー２３

徳島県 徳島市 キリン堂 大松店 088-669-6351
徳島県徳島市大松町榎原外 ５０ー１７ アクロスプラザ徳
島大松内

徳島県 徳島市 薬マツモトキヨシ 徳島駅クレメントプラザ店 088-655-6026 徳島県徳島市寺島本町西１ー６１
徳島県 徳島市 くすりキリン堂 助任橋店 088-657-6255 徳島県徳島市南常三島町 １丁目５番
徳島県 徳島市 ドラッグストアモリ万代店 088-678-9488 徳島県徳島市万代町 ４丁目２２ー１
徳島県 鳴門市 キリン堂 鳴門店 088-684-4127 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島 １１０
徳島県 鳴門市 ザグザグ 鳴門店 088-684-5123 徳島県鳴門市大津町吉永 ４３６ー２
徳島県 小松島市 キリン堂 小松島店 0885-35-1015 徳島県小松島市中田町原ノ下 ２ー１
徳島県 小松島市 チャーリー 小松島店 0885-37-3933 徳島県小松島市大林町宮ノ本 １００ー１
徳島県 阿南市 ＤＳチャーリー 阿南店 0884-23-2811 徳島県阿南市宝田町川原２０ー１
徳島県 阿南市 キリン堂 阿南店 0884-24-4745 徳島県阿南市学原町松ノ久保 １４ー１
徳島県 阿南市 クスリキリン堂 上中店 0884-24-5422 徳島県阿南市上中町岡 ４９３－６１
徳島県 吉野川市 ドラッグストアチャーリー 鴨島店 0883-22-0121 徳島県吉野川市鴨島町鴨島本郷 １５１番地１
徳島県 美馬市 チャ－ムショップふじもと 脇町店 0883-52-5495 徳島県美馬市脇町大字猪尻 字若宮南１３３ー１
徳島県 名西郡石井町 キリン堂 石井店 088-675-3680 徳島県名西郡石井町高川原 字高川原　７６３ー１
徳島県 板野郡北島町 キリン堂 北島店 088-697-3477 徳島県板野郡北島町江尻 字松ノ本２５ー１
徳島県 板野郡藍住町 キリン堂 藍住徳命店 088-693-1055 徳島県板野郡藍住町徳命 字元村１５９ー８
徳島県 板野郡藍住町 ドラッグストアチャーリー 藍住店 088-693-0301 徳島県板野郡藍住町 東中富字朏倅示 ４２ー１
徳島県 板野郡上板町 キリン堂 上板店 088-694-8488 徳島県板野郡上板町椎本 字四宮西３８３ー５
徳島県 三好郡東みよし町キリン堂 三好店 0883-76-1970 徳島県三好郡東みよし町加茂 ２５６８ー２
香川県 高松市 ドラッグストアチャーリー レインボーロード店 087-867-8831 香川県高松市伏石町 ２１０３ー１０
香川県 高松市 ザグザグ 中央インター店 087-815-3977 香川県高松市木太町５９７
香川県 高松市 ザグザグ 鬼無店 087-832-8220 香川県高松市鬼無町佐藤５４ー１
香川県 高松市 ザグザグ 上福岡店 087-812-0377 香川県高松市上福岡町７６９ー１
香川県 高松市 ザグザグ 六条店 087-840-7787 香川県高松市六条町４７
香川県 高松市 ザグザグ 仏生山店 087-815-5215 香川県高松市仏生山町甲１３４４
香川県 高松市 ザグザグ 栗林店 087-864-5720 香川県高松市花ノ宮町３丁目 １－４８
香川県 高松市 ザグザグ 春日店 087-818-0722 香川県高松市春日町字川尻 ８９３－１
香川県 高松市 ザグザグ 香南店 087-815-8050 香川県高松市香南町由佐 ８５０ー１
香川県 高松市 ザグザグ 多肥下町店 087-815-1139 香川県高松市多肥下町 １５５０番２
香川県 高松市 薬マツモトキヨシ 高松丸亀町店 087-823-1360 香川県高松市丸亀町１０番１号
香川県 丸亀市 ザグザグ 丸亀バサラ店 0877-58-0822 香川県丸亀市山北町５０ー１
香川県 丸亀市 ザグザグ 丸亀蓬莱店 0877-58-2339 香川県丸亀市蓬莱町５６ー１
香川県 丸亀市 チャーリー 丸亀店 0877-21-5000 香川県丸亀市柞原町４０８ー１
香川県 丸亀市 ザグザグ 丸亀中府店 0877-58-0733 香川県丸亀市中府町１丁目３ー１



香川県 丸亀市 ザグザグ 川西店 0877-58-6221 香川県丸亀市川西町南４２８ー３
香川県 坂出市 ザグザグ 林田店 087-757-3011 香川県坂出市林田町３１３１
香川県 観音寺市 ザグザグ 観音寺店 0875-57-6230 香川県観音寺市昭和町 １丁目３番１８号
香川県 観音寺市 ザグザグ 大野原店 0875-54-9288 香川県観音寺市大野原町大野原 ３９１８ー１
香川県 さぬき市 ザグザグ さぬき長尾店 0879-23-6639 香川県さぬき市長尾西７６６番１
香川県 小豆郡土庄町 ザグザグ 土庄店 0879-61-1666 香川県小豆郡土庄町王子前 ３６ー１
香川県 木田郡三木町 ザグザグ 三木店 087-898-7040 香川県木田郡三木町鹿伏 ３６７ー１
香川県 綾歌郡宇多津町ザグザグ 宇多津店 0877-56-7039 香川県綾歌郡宇多津町 浜２番丁１６ イオンタウン宇多津
愛媛県 松山市 フジカワ南松山ジョープラ店 089-945-5488 愛媛県松山市朝生田町 ５ー１ー２５ジョープラ１Ｆ
愛媛県 松山市 友岡薬局平井店 089-975-4688 愛媛県松山市平井町甲２３５１
愛媛県 松山市 友岡薬局 089-921-1006 愛媛県松山市立花１ー１ー５
愛媛県 松山市 薬マツモトキヨシ 松山銀天街店 089-934-3007 愛媛県松山市湊町４ー４ー４
愛媛県 松山市 薬マツモトキヨシ 松山大街道店 089-915-3151 愛媛県松山市大街道１丁目 ４ー１２
愛媛県 今治市 ザグザグイオン今治店 0898-34-8039 愛媛県今治市馬越町４丁目８ー１
愛媛県 宇和島市 レデイ薬局 Ｍ２１北宇和島コスメ店 0895-25-6191 愛媛県宇和島市伊吹町タカヒ甲 ９１２ー２
愛媛県 新居浜市 ＭＡＳＡＹＡ カラースタジオイオンモール新居 0897-31-0533 愛媛県新居浜市前田町８ー８
愛媛県 新居浜市 ザグザグ松神子店 0897-67-1139 愛媛県新居浜市松神子 ３ー２ー１８
愛媛県 西条市 ザグザグ西条大町店 0897-52-1121 愛媛県西条市大町３２３ー１
愛媛県 四国中央市 フジグラン川之江川島化粧品店 0896-56-5959 愛媛県四国中央市妻鳥町 １１３６ー１

愛媛県 四国中央市
ドラッグストアマツモトキヨシ ハローズ川之江
店

0896-56-8825
愛媛県四国中央市川之江町 １９５番１ ハローズ川之江
モール内

高知県 高知市 よどやドラッグ 福井店 088-823-0514 高知県高知市福井町７３８
高知県 高知市 よどやドラッグ 秦南店 0888-23-5780 高知県高知市秦南町 １ー８ー４０
高知県 高知市 よどやドラッグ 塩屋崎店 088-805-1581 高知県高知市塩屋崎町 ２ー１１ー８
高知県 高知市 よどやドラッグ 朝倉店 088-840-8877 高知県高知市朝倉横町 ２３ー８ー３
高知県 高知市 よどやドラッグ 瀬戸店 088-837-2300 高知県高知市瀬戸南町 １ー１３ー１０
高知県 高知市 よどやドラッグ 神田店 088-882-4400 高知県高知市神田 １２０７ー１
高知県 高知市 よどやドラッグ 青柳店 088-884-3005 高知県高知市青柳町５９番２
高知県 高知市 よどやドラッグ 南万々店 088-871-6770 高知県高知市南万々８７ー１
高知県 高知市 よどやドラッグ 南金田店 088-883-6020 高知県高知市南金田３ー１２
高知県 高知市 よどやドラッグ一宮店 088-845-3811 高知県高知市一宮中町 ３ー１２ー１８
高知県 高知市 よどやドラッグ 高須店 088-883-7771 高知県高知市高須一丁目 ５番３０号
高知県 高知市 よどやドラッグ 針木店 088-840-1585 高知県高知市針木北 一丁目３番１０号
高知県 高知市 よどやドラッグ 土佐道路店 088-844-8881 高知県高知市朝倉甲 ４９３ー１
高知県 安芸市 よどやドラッグ 安芸駅前店 0887-34-3031 高知県安芸市矢ノ丸３丁目 ４ー３４
高知県 南国市 サニーアクシス 南国店 088-863-1861 高知県南国市大そね乙 １００９ー１
高知県 南国市 よどやドラッグ 南国店 088-804-6655 高知県南国市大そね甲 １８７４ー１
高知県 土佐市 ツルハドラッグ高岡東店 088-852-6166 高知県土佐市高岡町甲４３０
高知県 須崎市 よどやドラッグ 須崎店 0889-43-0280 高知県須崎市大間東町 ４ー３７
高知県 香南市 よどやドラッグ 野市店 0887-56-3708 高知県香南市野市町西野 ２２０２ー１
高知県 香南市 よどやドラッグ 香南店 0887-54-1135 高知県香南市赤岡町 １３４１ー５
高知県 安芸郡田野町 ツルハドラッグ田野店 0887-38-5655 高知県安芸郡田野町１７９５ー１
高知県 高岡郡佐川町 よどやドラッグ 佐川店 0889-20-0330 高知県高岡郡佐川町甲 ３３０ー１
高知県 高岡郡四万十町よどやドラッグ 窪川店 0880-22-5200 高知県高岡郡四万十町古市町 ５６ー２
高知県 幡多郡黒潮町 よどやドラッグ 大方店 0880-43-2727 高知県幡多郡黒潮町入野６２０
（以上）


