
都道府県 市区町村 店名 電話番号 住所

北海道 札幌市中央区 薬マツモトキヨシ札幌南１条店 011-281-7511 北海道札幌市中央区南１条西 ３丁目８

北海道 札幌市中央区 薬マツモトキヨシ札幌狸小路店 011-219-0225 北海道札幌市中央区南２条西 ３丁目１ー５

北海道 札幌市中央区 ドン・キホ－テ札幌店 011-219-4811 北海道札幌市中央区南２条西３丁 目

北海道 札幌市中央区 サンドラッグ南４条店 011-520-6681 北海道札幌市中央区南四条西 １８丁目１番１５号

北海道 札幌市中央区 薬マツモトキヨシプロム山鼻店 011-520-9118 北海道札幌市中央区南２２条西 １２丁目１ー２

北海道 札幌市中央区 サッポロドラッグストアー狸小路大王ビル 011-252-0711 北海道札幌市中央区南２条西 ５丁目２３番１号

北海道 札幌市中央区 薬マツモトキヨシ札幌狸小路Ｐａｒｔ２店 011-252-1510 北海道札幌市中央区 南三条西３丁目１３番地１

北海道 札幌市中央区 ラオックス札幌時計台通り店 011-223-1116 北海道札幌市中央区 北１条西３丁目３番地 敷島北一条ビル１Ｆ～２Ｆ

北海道 札幌市中央区 ドン・キホーテ狸小路店 011-207-8011 北海道札幌市中央区南２条西 ４丁目２ー１１

北海道 札幌市北区 ヨドバシカメラマルチメディア札幌 011-808-1010 北海道札幌市北区北６条西５丁目 １－２２　３階

北海道 札幌市北区 ＭＥＧＡドン・キホーテ新川店 011-769-3810 北海道札幌市北区新川２条 ７ー３ー２０

北海道 札幌市北区
サッポロドラッグストアークレアーレパセ
オ西店

011-213-5402 北海道札幌市北区北６条西４丁目 ３－１パセオ１Ｆ ファクトリーランド

北海道 札幌市北区 サンドラッグ新琴似店 011-763-7101 北海道札幌市北区新琴似７条 １２丁目３

北海道 札幌市北区 ツルハドラッグ北２４条店 011-708-0008 北海道札幌市北区北２４条西 ４丁目２０

北海道 札幌市北区 ツルハドラッグあいの里店 011-770-5710 北海道札幌市北区あいの里２条 ６丁目１番４、１番５他

北海道 札幌市北区 サンドラッグ屯田店 011-771-1668 北海道札幌市北区屯田８条４丁目 １番２４号

北海道 札幌市北区 サッポロドラッグストアー新琴似店 011-769-8585 北海道札幌市北区新琴似２条８丁 目１番１０号

北海道 札幌市北区 ツルハドラッグ北２４条西店 011-708-8032 北海道札幌市北区北２４条西 ９丁目１番１号

北海道 札幌市北区 サンドラッグ北３４条西店 011-738-6355 北海道札幌市北区北３４条西 １１丁目３番１６号

北海道 札幌市北区 ツルハドラッグ新琴似７条店 011-769-8268 北海道札幌市北区新琴似七条 ６丁目２番１号

北海道 札幌市北区 ココカラファイン北２８条店 011-757-0039 北海道札幌市北区 北２８条西１３丁目８４０番

北海道 札幌市北区 イトーヨーカドー屯田店 011-775-3011 北海道札幌市北区屯田 ８条３丁目５－１

北海道 札幌市東区 サンドラッグ北２０条店 011-741-7107 北海道札幌市東区北２０条東 ８丁目１２ー１

北海道 札幌市東区 ツルハドラッグ伏古店 011-788-0118 北海道札幌市東区伏古５条４丁目

北海道 札幌市東区 サンドラッグ伏古店 011-783-7170 北海道札幌市東区伏古１３条 ３丁目２１ー１ カウボーイ伏古店内

北海道 札幌市東区 ツルハドラッグ新道元町店 011-789-2511 北海道札幌市東区北２６条東 ２１丁目７ー１

北海道 札幌市東区 ツルハドラッグ環状通苗穂店 011-788-0155 北海道札幌市東区本町２条２丁目 １０ー６

北海道 札幌市東区 ツルハドラッグ元町店 011-780-2311 北海道札幌市東区北２４条東 ２０丁目１ー２１

北海道 札幌市東区 ツルハドラッグ北１０条店 011-712-7060 北海道札幌市東区北１０条東 ５丁目

北海道 札幌市東区 サンドラッグ伏古６条店 011-789-5050 北海道札幌市東区伏古６条４丁目 １ー１

北海道 札幌市東区 サンドラッグ北４１条店 011-733-5430 北海道札幌市東区北４１条東 ９丁目３ー１

北海道 札幌市東区 ドン・キホーテ北４２条店 011-750-0011 北海道札幌市東区北４２条東 ７－１－１

北海道 札幌市東区 ツルハドラッグ北４１条店 011-748-8350 北海道札幌市東区北四十一条東 ５丁目２番１８号

北海道 札幌市白石区 サンドラッグ北郷店 011-874-1400 北海道札幌市白石区北郷３条 ６丁目１ー１６

北海道 札幌市白石区 サンドラッグ南郷通りＬＵＣＹ店 011-857-8206 北海道札幌市白石区栄通り １８丁目５ー３５

北海道 札幌市白石区 ツルハドラッグ菊水上町店 011-817-6776 北海道札幌市白石区菊水上町３条 ２丁目

【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。 



北海道 札幌市白石区 サンドラッグ南郷４丁目店 011-868-7200 北海道札幌市白石区南郷通り ４丁目北１ー３６

北海道 札幌市白石区 ツルハドラッグ東札幌店 011-820-5268 北海道札幌市白石区東札幌 １条１丁目７番１号

北海道 札幌市豊平区 ツルハドラッグ豊平４条店 011-837-3611 北海道札幌市豊平区豊平４条 ９丁目３ー１ リペア豊平店内

北海道 札幌市豊平区 サンドラッグ西岡店 011-856-1461 北海道札幌市豊平区西岡３条 ５丁目４番１０号

北海道 札幌市豊平区 サッポロドラッグストアー中の島店 011-841-8045 北海道札幌市豊平区中の島２条 ２丁目３番３号

北海道 札幌市豊平区 ツルハドラッグ平岸３条店 011-837-5161 北海道札幌市豊平区平岸３条 １０丁目４番６号

北海道 札幌市豊平区 ツルハドラッグ美園１条店 011-820-6268 北海道札幌市豊平区美園１条 ２丁目３番１号

北海道 札幌市豊平区 イトーヨーカドー福住店 011-856-6522 北海道札幌市豊平区福住 ２条１丁目２－５

北海道 札幌市南区 サンドラッグ藤野店 011-591-2172 北海道札幌市南区藤野２条 ４丁目１６番地 カウボーイ藤野店１階

北海道 札幌市南区 ツルハドラッグ澄川３条店 011-837-2002 北海道札幌市南区澄川３条 ３丁目３番７号

北海道 札幌市南区 ツルハドラッグ藤野店 011-594-2268 北海道札幌市南区藤野２条 ６丁目７番１号

北海道 札幌市西区 ＢＬＡＮＤＣＯＳＭＥＴＩＣＳＢｅｌｌＴｏｌｌｓ 011-375-0022 北海道札幌市西区発寒８条１２丁 目１番１号イオン札幌発寒 ショッピングセンター

北海道 札幌市西区 ツルハドラッグ発寒中央駅前店 011-669-7268 北海道札幌市西区発寒１０条 ３丁目１ー１０

北海道 札幌市西区 サンドラッグ発寒６条店 011-669-2111 北海道札幌市西区発寒６条 ９丁目１７ー４０

北海道 札幌市西区 西友西町店 011-664-2411 北海道札幌市西区西町南６ー１ー １

北海道 札幌市西区 イトーヨーカドー琴似店 011-644-9122 北海道札幌市西区琴似２条１丁目 ４ー１

北海道 札幌市厚別区 Ｈｏｕ’ｏｌｉＳａＨｏＬａ 011-838-7584 北海道札幌市厚別区厚別西四条 ２丁目１１ー２７

北海道 札幌市厚別区 サンドラッグ厚別店 011-895-1218 北海道札幌市厚別区厚別西４条 ２丁目８ー７ カウボーイ店内

北海道 札幌市厚別区 サンドラッグもみじ台店 011-897-2531 北海道札幌市厚別区もみじ台北 ７丁目１番７号

北海道 札幌市厚別区 ツルハドラッグ厚別東２条店 011-807-1213 北海道札幌市厚別区厚別東２条 １丁目２番１０号

北海道 札幌市厚別区 サンドラッグ上野幌店 011-890-5680 北海道札幌市厚別区上野幌３条 ４丁目１９ー２９

北海道 札幌市厚別区 ツルハドラッグひばりが丘店 011-801-8268 北海道札幌市厚別区厚別南 ２丁目１０番地４

北海道 札幌市厚別区 ココカラファインカテプリ店 011-375-6120 北海道札幌市厚別区厚別中央 ２条５丁目７番 カテプリ地下１階

北海道 札幌市手稲区 サンドラッグ手稲前田店 011-685-1245 北海道札幌市手稲区前田５条 １３丁目３ー１ カウボーイ手稲店内１階

北海道 札幌市手稲区 サンドラッグ新発寒５条店 011-699-3110 北海道札幌市手稲区新発寒５条 ３丁目１番１４号

北海道 札幌市手稲区 ツルハドラッグ手稲星置店 011-688-0808 北海道札幌市手稲区手稲山口 ５１０ー１９

北海道 札幌市手稲区 ドン・キホーテ手稲店 011-688-0811 北海道札幌市手稲区前田５条１１ 丁目

北海道 札幌市手稲区 ツルハドラッグ手稲富丘店 011-688-2680 北海道札幌市手稲区富丘１条 ４丁目１３ー１０

北海道 札幌市清田区
＠ｃｏｓｍｅ　ｓｔｏｒｅ ＴＳＵＴＡＹＡ札幌美し
が丘店

011-886-5022 北海道札幌市清田区美しが丘 ３条４丁目１番地１０号

北海道 札幌市清田区 サンドラッグ美しが丘店 011-888-1915 北海道札幌市清田区美しが丘３条 ４丁目

北海道 札幌市清田区 ドン・キホ－テ 平岡店 011-889-6511 北海道札幌市清田区平岡４条１丁 目１－３５

北海道 函館市 アットコスメ 函館蔦屋書店 0138-47-6114 北海道函館市石川町 ８５ー１

北海道 函館市 サンドラッグ函館美原店 0138-45-6219 北海道函館市美原１丁目７ー１

北海道 函館市 ツルハドラッグ 湯川店 0138-36-5516 北海道函館市湯川町２丁目 １８ー５

北海道 函館市 調剤薬局ツルハドラッグ 昭和店 0138-62-2720 北海道函館市昭和１丁目２９ー７

北海道 函館市 ツルハドラッグ 美原店 0138-34-7830 北海道函館市美原２丁目９０ー６ 外

北海道 函館市 ツルハドラッグ 亀田本町店 0138-62-6004 北海道函館市亀田本町４ー５

北海道 函館市 ツルハドラッグ 戸倉店 0138-36-7778 北海道函館市戸倉町２６８ー１

北海道 函館市 ツルハドラッグ 北美原店 0138-34-6818 北海道函館市美原５丁目 ４０番８号

北海道 函館市 ツルハドラッグ 函館人見店 0138-33-6268 北海道函館市人見町２５番１

北海道 函館市 ツルハドラッグ 函館本通店 0138-30-6268 北海道函館市本通２丁目 ３８番１４号

北海道 函館市 サンドラッグ美原二丁目店 0138-34-7606 北海道函館市美原 二丁目１７ー１

北海道 函館市 サンドラッグ函館田家店 0138-44-7222 北海道函館市田家町 １７ー４０

北海道 函館市 サンドラッグ松陰店 0138-52-7070 北海道函館市松陰町２１番２１号

北海道 函館市 イトーヨーカドー 函館店 0138-42-8466 北海道函館市美原１－３－１



北海道 小樽市 長崎屋　小樽店 0134-33-3810 北海道小樽市稲穂２－２０－１

北海道 小樽市 サンドラッグ小樽南店 0134-24-5677 北海道小樽市入船１ー７ー１１ コ－プ小樽南店内

北海道 小樽市 ツルハドラッグ 小樽手宮店 0134-33-6058 北海道小樽市手宮 １丁目２番１号

北海道 小樽市 ラオックス小樽運河店 0134-21-2200 北海道小樽市港町５ー４ 浅草橋小樽倉庫ビル２Ｆ

北海道 小樽市 ツルハドラッグ小樽梅ケ枝店 0134-21-7268 北海道小樽市梅ケ枝町 ８番１５号

北海道 旭川市 コスメ９１０イオンモール旭川西店 0166-50-0910 北海道旭川市緑町２３丁目 イオンショッピングセンター内

北海道 旭川市 コスメ９１０イオンモール旭川駅前店 0166-22-8726 北海道旭川市宮下通７丁目

北海道 旭川市 サンドラッグ旭川ＳＨＥＮＡ店 0166-47-3435 北海道旭川市永山３条１５丁目１

北海道 旭川市 サンドラッグ東光店 0166-33-7473 北海道旭川市豊岡１条５丁目 生協ルミネ東光店内

北海道 旭川市 サンドラッグ旭川川端店 0166-59-5750 北海道旭川市川端町７条１０丁目 １番

北海道 旭川市 永山ウエスタンパワーズ店 0166-49-6205 北海道旭川市永山１２条３丁目 １２２ー５５

北海道 旭川市 ツルハドラッグ ツルハドラッグマルカツ店 0166-21-5070 北海道旭川市２条通り７丁目 ２２７番地の１

北海道 旭川市 ツルハドラッグ 永山３条西店 0166-40-3268 北海道旭川市永山３条８丁目 ２番６号

北海道 旭川市 ツルハドラッグ 旭川末広北店 0166-57-3268 北海道旭川市末広１条 １０丁目１番２０号

北海道 室蘭市 ツルハドラッグ 室蘭東町店 0143-41-3568 北海道室蘭市東町 １丁目１１ー１８

北海道 室蘭市 ツルハドラッグ 室蘭中島店 0143-41-3100 北海道室蘭市中島町３丁目 ２７番５

北海道 室蘭市 サンドラッグ室蘭ＭＯＲＵＥ中島店 0143-41-6500 北海道室蘭市中島本町１丁目 ４番４号

北海道 室蘭市 ツルハドラッグ 室蘭中島北店 0143-42-2278 北海道室蘭市中島町１丁目２８

北海道 室蘭市 ツルハドラッグ 室蘭輪西店 0143-41-5268 北海道室蘭市輪西町１丁目３３

北海道 室蘭市 ドン・キホーテ室蘭中島店 0143-45-3810 北海道室蘭市中島町 １ー１９ー１１

北海道 釧路市 ツルハドラッグ 春採７丁目店 0154-46-8821 北海道釧路市春採７丁目 ２３３番１６

北海道 釧路市 調剤薬局ツルハドラッグ 中園店 0154-31-7050 北海道釧路市中園町１０番１１号

北海道 釧路市 ツルハドラッグ 釧路文苑店 0154-39-0223 北海道釧路市文苑２丁目 ４８番１４号

北海道 釧路市 ツルハドラッグ 釧路緑ヶ岡店 0154-44-6008 北海道釧路市緑ヶ岡４丁目 ８番８０号

北海道 釧路市 ツルハドラッグ 釧路富士見店 0154-44-0588 北海道釧路市富士見３丁目 ７５番地１号

北海道 釧路市 サンドラッグ星が浦店 0154-55-2771 北海道釧路市星が浦大通り ２ー６ー１

北海道 釧路市 サンドラッグ釧路旭町店 0154-32-3355 北海道釧路市川上町 ９丁目７番地

北海道 釧路市 ツルハドラッグ 新橋大通店 0154-21-8268 北海道釧路市新橋大通１丁目 ２番１７号

北海道 釧路市 ツルハドラッグ 釧路若松店 0154-21-5268 北海道釧路市若松町１２番１３号

北海道 釧路市 イトーヨーカドー 釧路店 0154-24-1830 北海道釧路市新橋大通６丁目２番

北海道 帯広市 ツルハドラッグ ニュータウン店 0155-38-2232 北海道帯広市西２１条南３丁目 ４ー７

北海道 帯広市 ツルハドラッグ 弥生店 0155-49-0880 北海道帯広市西８条南２９丁目 ４ー６

北海道 帯広市 ツルハドラッグ 稲田店 0155-49-2066 北海道帯広市稲田町南９線西 ９ー１

北海道 帯広市 白樺通１８条店 0155-38-2891 北海道帯広市西１８条南３丁目 ２７ー３１

北海道 帯広市 サンドラッグ西帯広長崎屋店 0155-58-5000 北海道帯広市西帯広西２１条南 ４丁目１番地

北海道 帯広市 長崎屋　帯広店 0155-27-0307 北海道帯広市西４条南１２丁目３ 番地

北海道 帯広市 イトーヨーカドー 帯広店 0155-47-6845 北海道帯広市稲田町 南８線西１０－１

北海道 北見市 ツルハドラッグ 桜町店 0157-69-3224 北海道北見市桜町６丁目２ー４

北海道 北見市 ツルハドラッグ 北見美芳店 0157-69-7005 北海道北見市美芳町８丁目 ３番９号

北海道 北見市 調剤薬局ツルハドラッグ 北見メッセ店 0157-66-4080 北海道北見市中央三輪５丁目 ４２３番地５

北海道 北見市 ツルハドラッグ とん田西町店 0157-69-1268 北海道北見市とん田西町 ３０８番地

北海道 北見市 サンドラッグ北見店 0157-69-0200 北海道北見市とん田西町 ２１８番地５

北海道 北見市 サンドラッグ北見青葉店 0157-69-5561 北海道北見市青葉町 １２番２３号

北海道 北見市 イト－ヨ－カ堂 北見店 0157-61-8828 北海道北見市光西町１８５番地

北海道 岩見沢市 ツルハドラッグ 岩見沢店 0126-32-2626 北海道岩見沢市２条西３丁目 ３ー１

北海道 岩見沢市 サンドラッグ岩見沢１０条西店 0126-32-7550 北海道岩見沢市１０条西 １９ー１ー１



北海道 岩見沢市 サンドラッグ岩見沢８条東店 0126-33-9700 北海道岩見沢市８条東 １１丁目８番１９

北海道 網走市 ツルハドラッグ つくしヶ丘店 0152-61-0623 北海道網走市つくしヶ丘 １丁目９０ー９３

北海道 網走市 ツルハドラッグ 網走北店 0152-61-1281 北海道網走市北４条西４丁目 １ー５

北海道 苫小牧市 ツルハドラッグ 苫小牧澄川店 0144-61-2971 北海道苫小牧市澄川町１丁目 ２番１

北海道 苫小牧市 ツルハドラッグ 沼ノ端店 0144-52-5331 北海道苫小牧市字沼ノ端中央 ４丁目１番５号

北海道 苫小牧市 サンドラッグ苫小牧光洋店 0144-78-2366 北海道苫小牧市光洋町 １ー１４ー１２

北海道 苫小牧市 サンドラッグ苫小牧緑町店 0144-38-7225 北海道苫小牧市緑町２丁目 ８番地１０

北海道 苫小牧市 ツルハドラッグ 苫小牧拓勇西店 0144-53-5268 北海道苫小牧市拓勇西町 ３丁目２ー１

北海道 苫小牧市 ツルハドラッグ 苫小牧旭町店 0144-38-1268 北海道苫小牧市旭町 １丁目１ー５

北海道 苫小牧市 サンドラッグ明野店 0144-52-5880 北海道苫小牧市明野新町 ５丁目１８ー２７

北海道 苫小牧市 ＭＥＧＡドン・キホーテ　苫小牧店 0144-36-4500 北海道苫小牧市木場町 １ー６ー１

北海道 江別市 ツルハドラッグ 野幌店 011-391-6300 北海道江別市野幌町１０ー１

北海道 士別市 ツルハドラッグ 士別店 01652-9-6301 北海道士別市大通東１８丁目 ４６５番地

北海道 士別市 ツルハドラッグ 士別中央店 0165-29-7068 北海道士別市東４条５丁目 １５番地

北海道 士別市 西條　士別店 01652-9-2525 北海道士別市南町東２区

北海道 名寄市 西條　名寄店 01654-3-5151 北海道名寄市西４条南８丁目

北海道 千歳市 サッポロドラッグストアー 千歳店 0123-40-7022 北海道千歳市新富３丁目９番３号

北海道 滝川市 ツルハドラッグ ツルハドラッグ滝川有明 0125-23-0268 北海道滝川市有明町２丁目 ４番５２号

北海道 砂川市 ツルハドラッグ 砂川店 0125-55-3677 北海道砂川市西１条南２丁目 １番１号

北海道 砂川市 ツルハドラッグ 砂川東店 0125-55-2201 北海道砂川市東１条北７丁目 １番１０号

北海道 富良野市 ツルハドラッグ 富良野弥生店 0167-22-8268 北海道富良野市弥生町 ４番３６号

北海道 登別市 サッポロドラッグストアー 富岸店 0143-82-1500 北海道登別市富岸町２丁目１１番 地

北海道 登別市 ツルハドラッグ 登別若草店 0143-82-5755 北海道登別市若草町４丁目 １１ー１

北海道 伊達市 ツルハドラッグ 伊達末永店 0142-21-3505 北海道伊達市末永町 ４９ー５４

北海道 伊達市 ツルハドラッグ 伊達店 0142-21-2268 北海道伊達市末永町７番１

北海道 北広島市 ツルハドラッグ 北広島店 011-376-6000 北海道北広島市美沢４ー１ー１

北海道 北広島市 サンドラッグ北広島店 011-376-7070 北海道北広島市美沢 １丁目２番５号

北海道 北斗市 サンドラッグ上磯店 0138-48-9388 北海道北斗市七重浜 ７丁目１４ー１ カウボーイ店内

北海道 亀田郡七飯町 ツルハドラッグ 七飯店 0138-64-2268 北海道亀田郡七飯町字本町 ４２４ー１

北海道 亀田郡七飯町 ツルハドラッグ 七飯鳴川店 0138-66-3268 北海道亀田郡七飯町鳴川 ３丁目

北海道 茅部郡森町 ツルハドラッグ 森店 01374-3-2161 北海道茅部郡森町森川町２３３

北海道 檜山郡江差町 サッポロドラッグストアー 江差店 01395-4-2060 北海道桧山郡江差町字円山２９９ 番地４６

北海道 久遠郡せたな町 北川薬局 01378-4-5416 北海道久遠郡せたな町北桧山区 北桧山２１番地

北海道 空知郡南幌町 ツルハドラッグ 南幌店 011-378-7268 北海道空知郡南幌町中央 ２丁目１番２号

北海道 上川郡東神楽町 ベストム東神楽店 0166-83-6861 北海道上川郡東神楽町ひじり野南 １条５丁目１番１号

北海道 空知郡中富良野町ベストム中富良野店 0167-39-3181 北海道空知郡中富良野町中富良野 東１線北１７

北海道 枝幸郡浜頓別町 べにや化粧品店 01634-2-2018 北海道枝幸郡浜頓別町大通り １５４

北海道 網走郡美幌町 ツルハドラッグ 美幌店 01527-5-0345 北海道網走郡美幌町字稲美 ８９ー４

北海道 網走郡美幌町 ツルハドラッグ 美幌新町店 0152-75-0268 北海道網走郡美幌町字新町 １丁目７番２

北海道 斜里郡斜里町 ツルハドラッグ 斜里店 01522-2-2501 北海道斜里郡斜里町青葉町２６

北海道 斜里郡清里町 サンドラッグ伊達梅本店 0142-21-5001 北海道伊達市梅本町３７ー２２

北海道 河東郡音更町 ツルハドラッグ 木野店 0155-43-5560 北海道河東郡音更町木野大通り西 ７丁目

北海道 河東郡音更町 サンドラッグぴあざフクハラ音更店 0155-43-4170 北海道河東郡音更町木野大通り東 １６丁目１番地

北海道 広尾郡広尾町 ピノチオ 01558-2-3362 北海道広尾郡広尾町東１条１１丁 目２－２

北海道 中川郡幕別町 サンドラッグ札内店 0155-55-5112 北海道中川郡幕別町札内 青葉町３０７

北海道 釧路郡釧路町 サンドラッグ桂木店 0154-39-0010 北海道釧路郡釧路町桂木６ー４



北海道 野付郡別海町 ツルハドラッグ 別海店 0153-79-6050 北海道野付郡別海町別海旭町 １５０ー２２

北海道 標津郡中標津町 ツルハドラッグ 中標津店 01537-8-7940 北海道標津郡中標津町東１５条 南１丁目

北海道 標津郡中標津町 ツルハドラッグ 中標津東店 01537-8-7576 北海道標津郡中標津町東１６条 南１１丁目

北海道 目梨郡羅臼町 ツルハドラッグ 羅臼店 0153-87-5270 北海道目梨郡羅臼町礼文町 ２２５ー１

青森県 青森市 イトーヨーカドー 青森店 017-739-0211 青森県青森市浜田１－１４－１

青森県 青森市 スーパードラッグアサヒ 青森店 017-744-6622 青森県青森市浜館２ー４ー８

青森県 青森市 スーパードラッグアサヒ 青森中央店 017-762-2227 青森県青森市東大野２ー１１ー３

青森県 青森市 スーパードラッグアサヒ 青森西バイパス 017-761-6222 青森県青森市三好２ー２ー２２

青森県 青森市 ドン・キホーテ 青森観光通り店 017-762-3711 青森県青森市浜田３－１－１

青森県 弘前市 イトーヨーカドー 弘前店 0172-33-5511 青森県弘前市大字駅前３ー２ー１

青森県 弘前市 光映薬品　テンダー２ 0172-82-4110 青森県弘前市賀田２ー４ー５

青森県 弘前市 スーパードラッグアサヒ 堅田店 0172-31-2227 青森県弘前市大字宮川 １ー２ー１３

青森県 弘前市 ケードラッグ１０１ 0172-35-7715 青森県弘前市樋の口２－９－６

青森県 弘前市 薬マツモトキヨシ 弘前駅ビルアプリーズ 0172-32-3140 青森県弘前市大字表町２ー１１

青森県 弘前市 スーパードラッグアサヒ さくら野弘前店 0172-88-5537 青森県弘前市城東北３ー１０ー１

青森県 八戸市 イトーヨーカドー 八戸沼館店 0178-22-5511 青森県八戸市沼館４ー７ー１１１

青森県 八戸市 ドン・キホーテ八戸店 0178-45-3810 青森県八戸市江陽２－１４－１

青森県 八戸市 スーパードラッグアサヒ 湊高台店 0178-35-0200 青森県八戸市湊高台１ー３ー２

青森県 八戸市
ドラッグストアマツモトキヨシ シンフォニー
プラザ八戸沼館店

0178-73-5150 青森県八戸市沼館４ー４ー８

青森県 八戸市 スーパードラッグアサヒ 類家店 0178-45-7800 青森県八戸市類家４ー２２ー１３

青森県 八戸市 薬マツモトキヨシ ラピア八戸店 0178-71-2116 青森県八戸市江陽２ー１４ー１ 八戸ショッピングセンターラピア ３階

青森県 八戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ 八戸石堂店 0178-21-3121 青森県八戸市石堂４ー１５ー１２

青森県 黒石市 スーパードラッグアサヒ 黒石バイパス店 0172-59-1267 青森県黒石市追子野木 １ー５７１ー１

青森県 黒石市 スーパードラッグアサヒ 黒石富士見店 0172-55-5258 青森県黒石市富士見１０３ー３

青森県 五所川原市 スーパードラッグアサヒ エルム店 0173-33-6263
青森県五所川原市大字唐笠柳 字藤巻５１７ー１
エルムの街 ショッピングセンター内

青森県 五所川原市 スーパードラッグアサヒ 柏店 0173-38-1530 青森県五所川原市大字小曲 字枝村４２ー１

青森県 十和田市 スーパーシティアサヒ 十和田店 0176-21-5270 青森県十和田市相坂字白上 ２４８ー１４

青森県 三沢市 スーパーシティアサヒ ビードルプラザ店 0176-52-5025 青森県三沢市松園町３ー１０ー１

青森県 むつ市 スーパードラッグアサヒ むつ店 0175-28-2340 青森県むつ市中央１ー１４９

青森県 北津軽郡鶴田町 スーパーストア鶴田　フッドリバーモール 0173-23-1147 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字 中泉２４５ー１

岩手県 盛岡市 薬マツモトキヨシ マイヤタウングラン店 019-636-3002 岩手県盛岡市西仙北 一丁目３８番２０号

岩手県 盛岡市 薬マツモトキヨシ 盛岡駅ビルフェザン店 019-654-5388 岩手県盛岡市盛岡駅前通 １番４４号南館ＢＦ

岩手県 盛岡市 ドラッグストアマツモトキヨシ 上盛岡店 019-604-3566 岩手県盛岡市北山一丁目９ー３０

岩手県 盛岡市 ウエルシア 盛岡本宮店 019-636-1008 岩手県盛岡市本宮６丁目 １ー１

岩手県 宮古市 コスメティック　オグニ 0193-64-7325 岩手県宮古市小山田２ー２ー１ マリーンコープドラ内

岩手県 花巻市 イトーヨーカドー 花巻店 0198-23-7200 岩手県花巻市下小舟渡１１８ー１

岩手県 花巻市 カワチ薬品 花巻店 0198-22-7100 岩手県花巻市上小舟渡３４４ー３

岩手県 花巻市 ツルハドラッグ 花巻高木店 0198-21-3223 岩手県花巻市高木第１６地割他

岩手県 北上市 ツルハドラッグ北上店 0197-61-2520 岩手県北上市柳原町 １ー４ー１４０

岩手県 久慈市 スーパードラッグアサヒ 久慈店 0194-53-0600 岩手県久慈市長内町第３１地割 ５９

岩手県 一関市 ドラッグストアマツモトキヨシ 千厩店 0191-51-3278 岩手県一関市千厩町千厩字古ケ口 ８８

岩手県 一関市 ドラッグストアマツモトキヨシ 一関店 0191-26-5595 岩手県一関市山目字寺前２０番地

岩手県 二戸市 スーパードラッグアサヒ 二戸店 0195-22-3390 岩手県二戸市堀野字大谷地 ５７ー１

岩手県 奥州市 ドラッグストアマツモトキヨシ 水沢店 0197-51-1118 岩手県奥州市水沢区字田小路 ５５番１



宮城県 仙台市青葉区 薬マツモトキヨシ 仙台中央通り店 022-268-1705 宮城県仙台市青葉区一番町 ３ー６ー４

宮城県 仙台市青葉区 薬マツモトキヨシ仙台一番町店 022-723-8333 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目 ３ー２６

宮城県 仙台市青葉区 薬マツモトキヨシ Ｄｉｌａ仙台店 022-721-0321 宮城県仙台市青葉区中央１丁目 １ー１

宮城県 仙台市青葉区 ツルハドラッグＴＩＣ一番町店 022-722-0255 宮城県仙台市青葉区一番町 ４丁目９番１８号

宮城県 仙台市青葉区 薬マツモトキヨシ 仙台駅前店 022-212-2780 宮城県仙台市青葉区中央 ３ー６ー５

宮城県 仙台市青葉区 薬マツモトキヨシ 仙台クリスロード店 022-215-1665 宮城県仙台市青葉区中央 ２ー２４

宮城県 仙台市青葉区 トモズ　エスパル仙台店 022-766-8255 宮城県仙台市青葉区中央 １ー１ー１ エスパル２Ｆ

宮城県 仙台市宮城野区 ヨドバシカメラ マルチメディア仙台店 022-295-1010 宮城県仙台市宮城野区榴岡 １ー２ー１３

宮城県 仙台市宮城野区
ドラッグストアマツモトキヨシ 新田東二丁
目店

022-782-0309 宮城県仙台市宮城野区新田東 ２丁目１番７号

宮城県 仙台市宮城野区 ドラッグストアマツモトキヨシ 福室店 022-388-8031 宮城県仙台市宮城野区福室 ６丁目２０番３０号

宮城県 仙台市若林区 ドラッグストアマツモトキヨシ 六丁の目店 022-288-2082 宮城県仙台市若林区六丁の目 南町９ー３２

宮城県 仙台市若林区
ドラッグストアマツモトキヨシ クロスモー
ル仙台荒井店

022-288-9221 宮城県仙台市若林区南小泉字梅木 ２８ー５９Ｂー９Ｌ

宮城県 仙台市太白区 西友　ザ・モ－ル仙台長町店 022-246-4376 宮城県仙台市太白区長町 ７ー２０ー３

宮城県 仙台市太白区 マツモトキヨシ 柳生店 022-306-0206 宮城県仙台市太白区柳生 ７ー５ー１１

宮城県 仙台市太白区 薬マツモトキヨシ 長町たいはっくる店 022-304-2736 宮城県仙台市太白区長町 ５丁目３ー１

宮城県 仙台市太白区 トモズ　モ－ル仙台長町店 022-308-3701 宮城県仙台市太白区長町 ７丁目２０ー３

宮城県 仙台市太白区 薬マツモトキヨシ ララガーデン長町店 022-246-7161 宮城県仙台市太白区長町 ７丁目２０番５号 ララガーデン長町１Ｆ

宮城県 仙台市太白区 ウエルシア 仙台あすと長町店 022-746-8850 宮城県仙台市太白区八本松二丁目 ２番８号

宮城県 仙台市太白区 ウエルシア 仙台柳生店 022-242-5503 宮城県仙台市太白区柳生 ３ー４ー３

宮城県 仙台市太白区
ドラッグストアマツモトキヨシ アクロスプラ
ザ富沢西店

022-307-6050 宮城県仙台市太白区富田字京ノ北 ８１ー１ （５５Ｂー５１Ｌ）

宮城県 仙台市泉区 イトーヨーカドー アリオ仙台泉店 022-218-8651 宮城県仙台市泉区泉中央 １ー５ー１

宮城県 仙台市泉区 薬マツモトキヨシ 泉中央店 022-374-5355 宮城県仙台市泉区泉中央 １ー１５ー２

宮城県 仙台市泉区 ダルマ薬局 加茂店 022-342-5778 宮城県仙台市泉区加茂４ー１ー３

宮城県 仙台市泉区 ドラッグストアマツモトキヨシ 市名坂店 022-772-3515 宮城県仙台市泉区市名坂字清水端 ２０１ー８

宮城県 仙台市泉区 ドラッグストアマツモトキヨシ 寺岡店 022-772-1530 宮城県仙台市泉区寺岡４ー１ー６

宮城県 仙台市泉区 ドラッグストアマツモトキヨシ 八乙女店 022-771-6221 宮城県仙台市泉区八乙女 １丁目５番１号

宮城県 仙台市泉区 薬マツモトキヨシ 泉パークタウンタピオ店 022-342-6278 宮城県仙台市泉区寺岡６ー５ー１ 泉パークタウンタピオ北舘１階

宮城県 仙台市泉区 ウエルシア 仙台市名坂店 022-371-1901 宮城県仙台市泉区市名坂字山岸 ５１ー３

宮城県 仙台市泉区 ウエルシア 仙台鶴が丘店 022-771-0730 宮城県仙台市泉区鶴が丘 １丁目３７ー２

宮城県 石巻市 イトーヨーカドー 石巻あけぼの店 0225-22-7111 宮城県石巻市あけぼの １ー１ー２

宮城県 石巻市 ウエルシア 石巻赤十字病院前店 0225-92-1537 宮城県石巻市あけぼの北 １丁目１ー７

宮城県 塩竈市 ウエルシア 本塩釜駅前店 022-361-3506 宮城県塩竈市海岸通 １９２ー１，３，４

宮城県 岩沼市 ドラッグストアマツモトキヨシ 岩沼玉浦西 0223-25-5788 宮城県岩沼市玉浦西 ４丁目１番１号

宮城県 登米市 Ｒｅ　Ｂｅａｕｔｅ 0220-22-5340 宮城県登米市迫町佐沼字江合 ２丁目１ー５

宮城県 富谷市 ドラッグストアマツモトキヨシ 明石台店 022-771-5190 宮城県富谷市明石台 ６丁目１番３８号

宮城県 柴田郡大河原町 ドラッグストアマツモトキヨシ 大河原店 0224-51-3578 宮城県柴田郡大河原町新東 ２０ー７

秋田県 秋田市 スーパードラッグアサヒ 秋田広面店 018-887-3701 秋田県秋田市広面字近藤堰越 ４３ー１

秋田県 秋田市 薬マツモトキヨシ ＡＬＳ店 018-834-8288 秋田県秋田市中通７丁目２番１号 秋田駅ビルＡＬＳ店

秋田県 秋田市 メガドラッグ土崎店 018-880-2115 秋田県秋田市土崎港相染町沼端 ７７ー１３

秋田県 秋田市 スーパーセンターアマノ 御所野店 018-892-7333 秋田県秋田市御所野堤台１丁目 ５番１

秋田県 秋田市 薬マツモトキヨシイオンモール秋田店 018-826-1140 秋田県秋田市御所野地蔵田 １ー１ー１

秋田県 大館市 スーパードラッグアサヒ 大館店 0186-45-1851 秋田県大館市有浦２丁目１ー２０

秋田県 男鹿市 ス－パ－センタ－アマノ 男鹿店 0185-35-2225 秋田県男鹿市船越字内子 １５６



秋田県 湯沢市 スーパードラッグアサヒ 湯沢店 0183-78-2280 秋田県湯沢市万石２４２

秋田県 湯沢市 スーパードラッグアサヒ ユザワプラザ店 0183-56-5321 秋田県湯沢市材木町２ー１ー１８ ユザワプラザ１Ｆ

秋田県 潟上市
ドラッグストアマツモトキヨシ メルシティ潟
上店

018-854-8025 秋田県潟上市飯田川飯塚字上堤敷 ６９番１

秋田県 大仙市 スーパードラッグアサヒ 大曲店 0187-86-3002 秋田県大仙市戸蒔字錨１６９

秋田県 仙北市 スーパードラッグアサヒ 角館店 0187-55-5000 秋田県仙北市角館町下菅沢 ２２ー１

秋田県 南秋田郡井川町 ス－パ－センタ－アマノ 井川店 018-874-4111 秋田県南秋田郡井川町北川尻字 新坂９０ー１

山形県 山形市 ヨ－クベニマル 落合店 023-626-5781 山形県山形市落合町字二口 １８９

山形県 山形市 薬マツモトキヨシ エスパル山形店 023-631-1821 山形県山形市香澄町１丁目 １ー１

山形県 鶴岡市 ウエルシア 鶴岡日出店 0235-28-1921 山形県鶴岡市日出１丁目 ２８ー１５

山形県 鶴岡市 ウエルシア鶴岡砂田町店 0235-28-0182 山形県鶴岡市砂田町６ー４０

山形県 酒田市 ウエルシア酒田亀ヶ崎店 0234-21-2260 山形県酒田市亀ヶ崎 ３丁目１９ー３ー４

山形県 新庄市
ドラッグストアマツモトキヨシ アクロスプラ
ザ新庄店

0233-28-0204 山形県新庄市五日町字清水川 １２８６ー４

山形県 西村山郡河北町 ウエルシア山形河北店 0237-71-0787 山形県西村山郡河北町谷地中央 ４ー８ー６

福島県 福島市 イトーヨーカドー 福島店 024-531-2111 福島県福島市太田町１３ー４

福島県 福島市 薬マツモトキヨシ エスパル福島店 024-521-2828 福島県福島市栄町１ー１

福島県 福島市 ウエルシア 福島飯坂店 024-542-4411 福島県福島市飯坂町字月崎町 １２ー４

福島県 福島市 ドラッグストアマツモトキヨシ 福島南店 024-544-7180 福島県福島市黒岩字浜井場３２

福島県 福島市 ドラッグストアマツモトキヨシ 福島西店 024-555-6683 福島県福島市南沢又字中琵琶渕 ２７

福島県 福島市 ウエルシア 福島鎌田店 024-554-5238 福島県福島市鎌田字西 ５ー１

福島県 福島市 ドラッグストアマツモトキヨシ 福島笹谷店 024-555-0430 福島県福島市笹谷字東中条 １４番地６

福島県 福島市 ウエルシア 福島大森店 024-544-6620 福島県福島市大森字堂ノ裏 ６２番地

福島県 福島市 ウエルシア薬局 福島早稲店 024-526-0222 福島県福島市早稲町 ８番２２号一番丁 キャッスル１Ｆ

福島県 会津若松市 ユニー アピタ　会津若松店 0242-36-5611 福島県会津若松市幕内南町 ９ー１０

福島県 会津若松市 薬マツモトキヨシ 会津西若松店 0242-28-2370 福島県会津若松市住吉町２８２

福島県 会津若松市 ドラッグストアマツモトキヨシ 会津門田店 0242-36-5335 福島県会津若松市東年貢 ２丁目３番１

福島県 郡山市 イトーヨーカドー 郡山店 024-939-1411 福島県郡山市西ノ内 ２ー１１ー４０

福島県 郡山市 ＬＩＶＩＮ　ザ・モ－ル郡山店 024-933-4720 福島県郡山市長者１丁目 １番５６号

福島県 郡山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 郡山横塚店 024-956-6120 福島県郡山市横塚２ー１０ー３

福島県 郡山市
ドラッグストアマツモトキヨシ ヨークタウン
八山田店

024-934-8900 福島県郡山市喜久田町字四十坦 １２ー１３

福島県 郡山市
ドラッグストアマツモトキヨシ ヨークタウン
大槻店

024-961-2110 福島県郡山市大槻町字土瓜 ３７ー１

福島県 郡山市 薬マツモトキヨシ エスパル郡山店 024-935-1021 福島県郡山市燧田１９５番地

福島県 郡山市 ウエルシア 郡山桑野店 024-925-6838 福島県郡山市桑野４ー６ー２

福島県 郡山市 ぶらっくぱねる 024-951-9286 福島県郡山市静町１ー２８

福島県 郡山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 郡山堤店 024-962-7233 福島県郡山市堤３丁目６

福島県 郡山市 ウエルシア薬局 郡山開成店 024-927-5837 福島県郡山市開成６ー１４８

福島県 郡山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 郡山桑野店 024-927-5108 福島県郡山市桑野２ー３６ー８

福島県 郡山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 郡山鶴見坦 024-927-5730 福島県郡山市鶴見坦 ３ー１６ー２３

福島県 いわき市 イトーヨーカドー 平店 0246-23-3636 福島県いわき市平 ６丁目６ー２

福島県 いわき市 ドラッグストアマツモトキヨシ いわき泉町 0246-75-1017 福島県いわき市泉町下川字薬師前 １１３ー１

福島県 白河市
ドラッグストアマツモトキヨシ メガステ－
ジ白河店

0248-23-9255 福島県白河市字新高山８番地

福島県 喜多方市 ウエルシア 喜多方常盤台店 0241-21-1050 福島県喜多方市常盤台４７ー１



福島県 相馬市
ドラッグストアマツモトキヨシ エイトタウン
相馬店

0244-36-2135 福島県相馬市黒木字源多田４４

福島県 二本松市 ウエルシア　二本松安達店 0243-62-8861 福島県二本松市油井字濡石 ２７ー１

福島県 伊達市 ウエルシア 福島新梁川店 024-577-5532 福島県伊達市梁川町広瀬町 ４３番地

福島県 伊達市 ウエルシア 伊達保原店 024-574-2877 福島県伊達市保原町字前田町 １３ー１他

福島県 本宮市 ウエルシア 福島本宮店 0243-63-1620 福島県本宮市本宮字 舘町１９４

福島県 伊達郡桑折町 ウエルシア 伊達桑折店 024-581-2136 福島県伊達郡桑折町北町 ５０ー１

福島県 伊達郡国見町 ウエルシア薬局 伊達国見店 024-529-2105 福島県伊達郡国見町大字藤田字 中沢一１０ー１

福島県 大沼郡会津美里町ウエルシア 会津美里店 0242-57-1101 福島県大沼郡会津美里町字思堀 ２５番地

福島県 西白河郡中島村 ウエルシア 西白河中島店 0248-51-1501 福島県西白河郡中島村大字 二子塚字浦山３２ー１６

福島県 東白川郡棚倉町 ウエルシア 福島棚倉店 0247-23-1288 福島県東白川郡棚倉町大字流 字餅田１６ー１

福島県 石川郡石川町
ドラッグストアマツモトキヨシ メガステージ
石川店

0247-26-1060 福島県石川郡石川町字長久保２３

（以上）


