
都道府県 市区町村 店名 電話番号 住所
茨城県 水戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ 水戸千波町店 029-243-5588 茨城県水戸市千波町千波山 ２４６７ー３
茨城県 水戸市 ウエルシア 水戸平須店 029-244-0868 茨城県水戸市平須町 １８２０ー６１
茨城県 水戸市 ウエルシア 水戸新原店 029-257-9048 茨城県水戸市新原１ー１７ー４
茨城県 水戸市 ウエルシア 水戸百合が丘店 029-240-1618 茨城県水戸市百合ヶ丘町８ー３
茨城県 水戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ フレスポ赤塚店 029-251-6160 茨城県水戸市河和田１ー１
茨城県 水戸市 ツルハドラッグ 水戸見川店 029-257-7337 茨城県水戸市見川２丁目 ３０７０ー１
茨城県 水戸市 ウエルシア薬局 水戸見和店 029-257-6683 茨城県水戸市見和１丁目 ３０９ー２
茨城県 日立市 カインズホーム 日立店 0294-28-1000 茨城県日立市留町字前川 １２７０ー２
茨城県 日立市 イトーヨーカドー 日立店 0294-21-8811 茨城県日立市幸町１丁目１６番１ （株）イトーヨーカドー
茨城県 日立市 ドラッグストアマツモトキヨシ 日立川尻店 0294-43-1117 茨城県日立市川尻町４ー１
茨城県 日立市 ウエルシア 日立金沢店 0294-28-6650 茨城県日立市金沢町 １ー１４ー６
茨城県 日立市 ウエルシア 日立田尻店 0294-24-0558 茨城県日立市滑川本町 ５ー１３ー２３
茨城県 日立市 ウエルシア 日立小木津店 0294-44-8115 茨城県日立市日高町 １丁目３０番７号
茨城県 日立市 ウエルシア 日立本宮店 0294-27-7127 茨城県日立市本宮町４丁目 １２番１号
茨城県 土浦市 とりでや 0298-21-1811 茨城県土浦市川口町１ー１ー１
茨城県 土浦市 ウエルシア 土浦東都和店 0298-22-5668 茨城県土浦市東都和６ー１
茨城県 土浦市 ウエルシア　ペルチ土浦店 029-825-2889 茨城県土浦市有明町１ー３０ ペルチ土浦３Ｆー３２０００
茨城県 土浦市 ウエルシア　土浦新田中店 029-823-5868 茨城県土浦市田中２丁目 １０番３５号
茨城県 土浦市 ウエルシア　土浦高津店 029-824-3868 茨城県土浦市下高津 ３ー７ー４６
茨城県 土浦市 ウエルシア 土浦真鍋店 029-835-6171 茨城県土浦市真鍋 ３ー５ー２５
茨城県 土浦市 ウエルシア土浦神立店 029-834-1600 茨城県土浦市神立中央 ３丁目２番２７号
茨城県 古河市 イトーヨーカドー 古河店 0280-31-3311 茨城県古河市雷電町１ー１８
茨城県 古河市 あくつ化粧品店 0280-32-4108 茨城県古河市本町３ー２ー２８
茨城県 古河市 メイクショップ ＬＡ・ＧＡＲＥ 0280-31-4655 茨城県古河市本町１丁目１番１５ ＶＡＬ１階
茨城県 古河市 ウエルシア 古河鴻巣店 0280-48-5228 茨城県古河市大字鴻巣字徳星寺前 ９５６ー１
茨城県 古河市 ウエルシア 古河三和店 0280-77-0031 茨城県古河市諸川海道西 １１１４ー３
茨城県 古河市 ウエルシア茨城総和薬局店 0280-91-2055 茨城県古河市下大野２００８
茨城県 古河市 ウエルシア古河総和店 0280-30-1005 茨城県古河市下辺見２７１５
茨城県 古河市 マツモトキヨシ マーケットシティ古河店 0280-30-1285 茨城県古河市松並２丁目 １８番１０号
茨城県 石岡市 ビューティショップカワムラ 0299-22-3270 茨城県石岡市府中 １ー１ー２ー１０２
茨城県 石岡市 ドラッグストアマツモトキヨシ 八郷店 0299-43-3551 茨城県石岡市柿岡字和尚塚 ５６８７ー２
茨城県 石岡市 ウエルシア 石岡杉並店 0299-22-3458 茨城県石岡市石岡２２８０ー２
茨城県 石岡市 セイジョー石岡中央店 0299-35-5510 茨城県石岡市石岡２２２２ー２
茨城県 結城市 カインズホーム ＳＣ結城店 0296-21-3000 茨城県結城市大字結城公達 ９７８４ー３
茨城県 結城市 ウエルシア　結城富士見店 0296-32-6988 茨城県結城市大字結城 １０６０９ー１
茨城県 結城市 ウエルシア 結城新福寺店 0296-21-2281 茨城県結城市新福寺２ー２１ー６
茨城県 龍ケ崎市 イトーヨーカドー 竜ヶ崎店 0297-65-4411 茨城県龍ヶ崎市小柴５ー１ー２

【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。 



茨城県 龍ケ崎市 薬マツモトキヨシ 北竜台サプラ店 0297-65-4812 茨城県龍ケ崎市小柴 ５ー１ー２
茨城県 龍ケ崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 竜ヶ崎城南店 0297-62-8880 茨城県龍ヶ崎市１７１３ー１
茨城県 龍ケ崎市 ウエルシア　龍ヶ崎長山店 0297-66-0628 茨城県龍ヶ崎市長山３ー２ー１
茨城県 龍ケ崎市 ウエルシア 龍ヶ崎馴馬店 0297-63-7071 茨城県龍ヶ崎市馴馬町 ２９５７番地１
茨城県 龍ケ崎市 ウエルシア 龍ヶ崎佐貫店 0297-61-6260 茨城県龍ヶ崎市佐貫１ー１

茨城県 龍ケ崎市
ドラッグストアマツモトキヨシ たつのこまち龍ヶ崎
モール店

0297-61-2207 茨城県龍ヶ崎市中里２ー１ー２

茨城県 龍ケ崎市 ウエルシア 龍ケ崎緑町店 0297-61-0434 茨城県龍ケ崎市緑町８９
茨城県 下妻市 ドラッグストアマツモトキヨシ 下妻店 0296-43-1520 茨城県下妻市大字下妻丙８５３
茨城県 下妻市 ウエルシア 下妻新千代川店 0296-43-1018 茨城県下妻市田下５９３
茨城県 下妻市 ウエルシア 下妻古沢店 0296-44-3101 茨城県下妻市古沢５６３番地
茨城県 常総市 ウエルシア　向石下店 0297-42-3138 茨城県常総市向石下 ８５７ー２
茨城県 常陸太田市 ウエルシア常陸太田久米店 0294-70-3101 茨城県常陸太田市久米町１２３
茨城県 高萩市 ウエルシア 高萩店 0293-20-4008 茨城県高萩市安良川２１４ー１
茨城県 笠間市 ドラッグストアマツモトキヨシ 伊勢甚友部スクエア店 0296-78-3361 茨城県笠間市住吉１３６４ー１
茨城県 笠間市 ウエルシア　新友部店 029-677-3708 茨城県笠間市東平３ー１ー７
茨城県 笠間市 ウエルシア　友部旭町店 0296-78-1978 茨城県笠間市友部町旭町 ４８８ー１
茨城県 取手市 ドラッグストアマツモトキヨシ 藤代店 0297-83-3130 茨城県取手市藤代南２ー１６ー２
茨城県 取手市 ドラッグストアマツモトキヨシ 取手青柳店 0297-72-1305 茨城県取手市青柳町１ー８ー３１
茨城県 取手市 ウエルシア　取手新町店 0297-74-9228 茨城県取手市新町３ー９ー４１
茨城県 取手市 ウエルシア取手ゆめみ野店 0297-70-2550 茨城県取手市ゆめみ野 三丁目８番地２号
茨城県 牛久市 ウエルシア 牛久神谷店 0298-71-8818 茨城県牛久市神谷５丁目１ー１
茨城県 牛久市 ドラッグストアマツモトキヨシ 牛久中央店 029-871-8161 茨城県牛久市中央２ー１６ー１２
茨城県 牛久市 コレコレ 牛久店 0298-70-1322 茨城県牛久市ひたち野東 ５丁目５番地１
茨城県 牛久市 ウエルシア　牛久猪子店 029-874-6618 茨城県牛久市猪子町９９５ー１８
茨城県 牛久市 ウエルシア 牛久上柏田店 029-878-2051 茨城県牛久市上柏田 ２丁目３３ー６
茨城県 牛久市 ウエルシア 牛久刈谷店 029-870-2077 茨城県牛久市牛久町 ３３１８番地１
茨城県 つくば市 ウエルシア つくば学園中央店 0298-52-7678 茨城県つくば市東新井２４ー６
茨城県 つくば市 ウエルシア つくば松代店 0298-55-2881 茨城県つくば市松代１ー４ー６
茨城県 つくば市 ウエルシア つくば大穂店 0298-64-3838 茨城県つくば市筑穂１ー１２ー５
茨城県 つくば市 ウエルシア つくば北条店 0298-67-4831 茨城県つくば市北条亀井 ５２０９ー５
茨城県 つくば市 ウエルシア つくば豊里店 0298-47-6288 茨城県つくば市豊里の杜 ２ー１ー１
茨城県 つくば市 ドラッグストアマツモトキヨシ レプサモールつくば店 0298-37-1221 茨城県つくば市大字下原字池向 ３８０ー５
茨城県 つくば市 スギ薬局 つくば店 029-868-6566 茨城県つくば市小野崎字千駄刈 ２７８ー１ ＬＡＬＡガーデンつくば内
茨城県 つくば市 ウエルシア　つくば東店 029-858-8208 茨城県つくば市東２丁目 ９番１
茨城県 つくば市 ウエルシア　つくば研究学園店 029-852-2808 茨城県つくば市苅間字篠前 １６２８
茨城県 つくば市 ウエルシア　つくば万博記念公園店 029-847-1308 茨城県つくば市島名福田土地区画 整理地Ｂ４８街区
茨城県 つくば市 ウエルシア つくば吉沼店 029-865-1528 茨城県つくば市吉沼 １２０９ー４
茨城県 つくば市 ウエルシア つくば谷田部店 029-839-0866 茨城県つくば市台町２ー３ー１０
茨城県 つくば市 ドラッグストアマツモトキヨシ つくば高見原店 029-870-3456 茨城県つくば市高見原 １ー１ー１２
茨城県 つくば市 ウエルシア つくば研究学園北店 029-848-5650 茨城県つくば市遠東１２２３ー２ 学園の森 Ｂ１９街区１画地
茨城県 つくば市 ドラッグストアマツモトキヨシ ヨークタウンつくば竹園 029-850-5660 茨城県つくば市竹園１丁目 ３番１号
茨城県 つくば市 コレコレつくば店 029-860-8260 茨城県つくば市研究学園 ７丁目５４ー１
茨城県 つくば市 ウエルシア つくば桜店 029-863-5007 茨城県つくば市桜１丁目１４ー１
茨城県 つくば市 ウエルシア つくば学園吾妻店 0298-56-2038 茨城県つくば市吾妻３ー１４ー１
茨城県 ひたちなか市 ウエルシア ひたちなか佐和店 029-285-9118 茨城県ひたちなか市大字高場字東 ４６０



茨城県 ひたちなか市 ドラッグストアマツモトキヨシ 那珂湊店 029-263-2234 茨城県ひたちなか市田中後 ７４７８ー１
茨城県 ひたちなか市 ウエルシア ひたちなか田彦店 029-353-3088 茨城県ひたちなか市大字田彦 １００３ー５
茨城県 ひたちなか市 ドラッグストアマツモトキヨシ ひたちなか店 029-275-5776 茨城県ひたちなか市東石川 ３６１４ー１
茨城県 ひたちなか市 ワンダーグー ひたちなか店 029-275-1651 茨城県ひたちなか市中根 ３３２５ー１０
茨城県 ひたちなか市 ウエルシア ひたちなか松戸町店 029-275-2608 茨城県ひたちなか市松戸町 ３ー１ー１３
茨城県 ひたちなか市 ウエルシアひたちなか堂端店 029-354-0037 茨城県ひたちなか市堂端 ２ー１ー４
茨城県 ひたちなか市 マツモトキヨシ ひたちなか笹野店 029-202-5055 茨城県ひたちなか市笹野町 １丁目９番４号
茨城県 ひたちなか市 ウエルシア ひたちなか市毛店 029-354-8630 茨城県ひたちなか市大字市毛 ８２２ー５
茨城県 鹿嶋市 ウエルシア 鹿嶋プラザ店 0299-84-7818 茨城県鹿嶋市大字宮中字東山 ２８９ー１
茨城県 鹿嶋市 ウエルシア 鹿嶋大野店 0299-90-9100 茨城県鹿嶋市大字和７８９ー２
茨城県 潮来市 くすり・化粧品のクリス 0299-62-2219 茨城県潮来市潮来６０６５ 潮来ショッピングセンター アイモア内
茨城県 潮来市 ドラッグストアマツモトキヨシ 牛堀ララルー店 0299-64-6811 茨城県潮来市永山７７７
茨城県 潮来市 ウエルシア 潮来須賀南店 0299-63-2230 茨城県潮来市須賀南２８９
茨城県 潮来市 ウエルシア 潮来新宮南店 0299-67-0015 茨城県潮来市新宮南 １４３７番地１
茨城県 守谷市 長生堂薬局守谷店 0297-48-7002 茨城県守谷市久保ヶ丘２ー１ー１ 長生堂守谷店
茨城県 守谷市 ウエルシア薬局　守谷ひがし野店 0297-21-1560 茨城県守谷市ひがし野 ２丁目２ー１
茨城県 守谷市 コレコレ 守谷店 0297-21-1090 茨城県守谷市松ヶ丘６ー６ー１
茨城県 守谷市 ウエルシア 守谷松並店 0297-21-0321 茨城県守谷市ひがし野４ー１ー９
茨城県 常陸大宮市 ウエルシア 常陸大宮石沢店 0295-52-6618 茨城県常陸大宮市石沢 １８４４ー４
茨城県 常陸大宮市 ウエルシア 大宮山方店 0295-54-4880 茨城県常陸大宮市山方町 下湯沢内５８２ー２
茨城県 常陸大宮市 ドラッグストアマツモトキヨシ 常陸大宮店 0295-53-5701 茨城県常陸大宮市姥賀町 ５６６ー１
茨城県 那珂市 ウエルシア 那珂竹之内店 029-298-8682 茨城県那珂市竹ノ内 三丁目７番地３
茨城県 那珂市 ウエルシア　那珂瓜連店 029-296-3318 茨城県那珂市瓜連７４８ー３
茨城県 筑西市 ウエルシア 下館店 0296-24-6568 茨城県筑西市二木成字弁天９４３
茨城県 筑西市 ウエルシア薬局 下館南店 0296-21-0227 茨城県筑西市乙９１６
茨城県 筑西市 ドラッグストアマツモトキヨシ 玉戸モール店 0296-26-8233 茨城県筑西市玉戸１０１８ー４１
茨城県 筑西市 プチコレ下館店 0296-22-2420 茨城県筑西市菅谷字石堀１５１３
茨城県 坂東市 ウエルシア 坂東岩井本町店 0297-36-3068 茨城県坂東市岩井２７４６番地
茨城県 坂東市 ドラッグストアセキ 岩井店 0297-36-4100 茨城県坂東市岩井 ５０９３ー９
茨城県 稲敷市 マツモトキヨシ 江戸崎店 0298-92-7712 茨城県稲敷市江戸崎甲２１３７
茨城県 稲敷市 ウエルシア 稲敷釜井店 0299-80-4055 茨城県稲敷市釜井４３５ー１
茨城県 桜川市 ウエルシア 岩瀬御領店 0296-76-2078 茨城県桜川市御領１ー２３
茨城県 神栖市 ウエルシア 神栖知手店 0299-96-8398 茨城県神栖市知手中央 ２ー４６８８ー７
茨城県 神栖市 ドラッグストアマツモトキヨシ 神栖店 0299-92-2571 茨城県神栖市大野原４ー４ー５
茨城県 神栖市 ウエルシア　神栖大野原店 0299-93-8538 茨城県神栖市大野原 ３ー９ー３６
茨城県 神栖市 ウエルシア 神栖知手中央店 0299-95-0155 茨城県神栖市知手中央 ６ー６ー１９
茨城県 神栖市 ウエルシア 神栖波崎店 0479-44-2530 茨城県神栖市波崎８５１９番地
茨城県 神栖市 マツモトキヨシ ライフガーデン神栖店 0299-95-5560 茨城県神栖市平泉８ー８０
茨城県 行方市 ウエルシア 行方麻生店 0299-72-3108 茨城県行方市麻生 ３２８９ー４６
茨城県 行方市 ウエルシア行方玉造店 0299-35-6602 茨城県行方市玉造甲６５９ー２
茨城県 鉾田市 ウエルシア 鉾田舟木店 0291-36-0578 茨城県鉾田市舟木１７１ー１
茨城県 鉾田市 ウエルシア　鉾田中根店 0291-32-4198 茨城県鉾田市鉾田 １２５９ー３
茨城県 鉾田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 鉾田アクロス店 0291-34-1055 茨城県鉾田市塔ヶ崎１０１７ー１ ショッピングガーデンアクロス内
茨城県 鉾田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 鉾田ビッグハウス店 0291-36-0122 茨城県鉾田市滝浜４８２ー１
茨城県 つくばみらい市 ウエルシア みらい平駅前店 0297-58-7188 茨城県つくばみらい市小張 ３０９５
茨城県 小美玉市 ウエルシア 美野里店 0299-28-7710 茨城県小美玉市羽鳥２９０８ー３



茨城県 小美玉市 ウエルシア 小美玉羽鳥店 0299-46-0578 茨城県小美玉市羽鳥 ２７３８ー５９
茨城県 小美玉市 ウエルシア 小美玉玉里店 0299-37-1106 茨城県小美玉市田木谷 ２１２番地１
茨城県 那珂郡東海村 ウエルシア 東海舟石川店 029-287-2288 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西 ２ー９ー１２
茨城県 那珂郡東海村 ドラッグストアマツモトキヨシ 東海店 029-287-3121 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西 ３ー１３ー２２
茨城県 久慈郡大子町 ウエルシア 大子池田店 0295-79-1688 茨城県久慈郡大子町池田字寺下 １５０ー６
茨城県 稲敷郡阿見町 ウエルシア　荒川本郷店 029-843-2128 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷 １３６４ー１
茨城県 稲敷郡阿見町 ウエルシア阿見若栗店 029-891-0120 茨城県稲敷郡阿見町若栗 １３３９番６
茨城県 猿島郡境町 ウエルシア薬局　茨城境町店 0280-81-2151 茨城県猿島郡境町３８ー３ ウエルシアタウン内
茨城県 北相馬郡利根町 ドラッグストアマツモトキヨシ 利根町店 0297-68-6607 茨城県北相馬郡利根町四季の丘 １ー１６ー８
栃木県 宇都宮市 ユニー アピタ　宇都宮店 028-684-2211 栃木県宇都宮市江曽島本町 ２２ー７
栃木県 宇都宮市 イトーヨーカドー 宇都宮店 028-661-0111 栃木県宇都宮市陽東６ー２ー１
栃木県 宇都宮市 フタバヤ 028-633-5010 栃木県宇都宮市江野町２番１０号
栃木県 宇都宮市 ドラッグストアマツモトキヨシ ミュゼ豊郷台店 028-643-8497 栃木県宇都宮市豊郷台２ー８７
栃木県 宇都宮市 ドラッグストアマツモトキヨシ 宇都宮細谷店 028-627-2661 栃木県宇都宮市細谷町 １ー３９０ー１
栃木県 宇都宮市 みどりやアピタ店 028-659-6300 栃木県宇都宮市江曽島本町 ２２ー７
栃木県 宇都宮市 ドラッグストアマツモトキヨシ 宇都宮江曽島本町店 028-645-9770 栃木県宇都宮市江曽島本町 ２３ー３
栃木県 宇都宮市 手づくりショップはまや 028-621-8220 栃木県宇都宮市竹林町５５７ー１
栃木県 宇都宮市 ウエルシア 宇都宮五代店 028-688-3338 栃木県宇都宮市五代１ー３ー７
栃木県 宇都宮市 ドラッグストアマツモトキヨシ 宇都宮御幸ヶ原町店 028-660-5510 栃木県宇都宮市御幸ヶ原町 ５０ー１ヨークベニマル内
栃木県 宇都宮市 ドラッグストアマツモトキヨシ 宇都宮簗瀬店 028-639-1255 栃木県宇都宮市城東１ー８ー１３
栃木県 宇都宮市 Ｒｉｖｅｔ 028-689-7373 栃木県宇都宮市陽東６ー２ー１
栃木県 宇都宮市 薬マツモトキヨシ ベルモール宇都宮店 028-689-7311 栃木県宇都宮市陽東６ー２ー１
栃木県 宇都宮市 ウエルシア薬局 宇都宮平松本町店 028-651-0866 栃木県宇都宮市平松本町３５ー１
栃木県 宇都宮市 ウエルシア薬局 宇都宮戸祭店 028-650-4744 栃木県宇都宮市戸祭町３０２２
栃木県 宇都宮市 ウエルシア薬局 宇都宮清原台店 028-670-8223 栃木県宇都宮市清原台 １ー１４ー１
栃木県 宇都宮市 ドラッグストアマツモトキヨシ 宇都宮テクノポリス店 028-670-6901 栃木県宇都宮市野高谷町 ５８４ー２
栃木県 宇都宮市 ウエルシア薬局 宇都宮今泉新町店 028-664-1852 栃木県宇都宮市今泉新町 ２６０ー６
栃木県 宇都宮市 Ｔｅ　ｒａｆｆｉｎｅ 028-670-6153 栃木県宇都宮市ゆいの杜１丁目 ２番２１号
栃木県 宇都宮市 ウエルシア薬局 宇都宮テクノポリス店 028-670-8310 栃木県宇都宮市ゆいの杜 ５ー２６ー２９
栃木県 宇都宮市 ドラッグストアマツモトキヨシ 宇都宮今泉店 028-639-6485 栃木県宇都宮市中今泉３丁目 １番２９号
栃木県 宇都宮市 ドン・キホーテ 宇都宮店 028-610-5511 栃木県宇都宮市簗瀬町字１丁田 １５９０ー６
栃木県 宇都宮市 ドラッグストアマツモトキヨシ 宇都宮戸祭店 028-600-3360 栃木県宇都宮市戸祭１丁目 ６番９号
栃木県 宇都宮市 ウエルシア 宇都宮春日町店 028-684-1671 栃木県宇都宮市春日町８番４号
栃木県 宇都宮市 ウエルシア 宇都宮花房店 028-614-7868 栃木県宇都宮市花房３ー３ー４７
栃木県 宇都宮市 ドラッグストアマツモトキヨシ 宇都宮平松本町店 028-610-0256 栃木県宇都宮市平松本町 １１０９番８号
栃木県 宇都宮市 ウエルシア 宇都宮簗瀬２号店 028-614-8022 栃木県宇都宮市簗瀬町 ２５６１ー１
栃木県 宇都宮市 ツルハドラッグ 宇都宮野沢店 028-666-2268 栃木県宇都宮市野沢町 ５３ー１
栃木県 宇都宮市 ウエルシア宇都宮兵庫塚店 028-688-3260 栃木県宇都宮市兵庫塚町 １７３番地１
栃木県 宇都宮市 ドラッグストアマツモトキヨシ 宇都宮一の沢店 028-649-1581 栃木県宇都宮市鶴田町鹿沼道北 ２１８０番３
栃木県 宇都宮市 ウエルシア 宇都宮鶴田町店 028-688-0550 栃木県宇都宮市鶴田町１８９番１
栃木県 宇都宮市 ウエルシア 戸祭元町店 028-650-0540 栃木県宇都宮市戸祭元町１０ー７
栃木県 足利市 ユニー アピタ　足利店 0284-72-8811 栃木県足利市朝倉町２４５
栃木県 足利市 土屋化粧品店 0284-63-1634 栃木県足利市大前町１００５
栃木県 足利市 ドラッグストアマツモトキヨシ 足利朝倉店 0284-73-7356 栃木県足利市朝倉町２５６
栃木県 足利市 マルエドラッグ　山川店 0284-44-2310 栃木県足利市山川町３７ー７
栃木県 足利市 マルエドラッグ　八幡店 0284-73-6061 栃木県足利市八幡町６００ー１



栃木県 足利市 ドラッグストアマツモトキヨシ 足利大前店 0284-62-8605 栃木県足利市大前町仲田 ６６４ー１
栃木県 足利市 ウエルシア薬局足利朝倉店 0284-70-0662 栃木県足利市田中町３０ー３
栃木県 足利市 ウエルシア　足利大前店 0284-65-0337 栃木県足利市大前町８２７ー１
栃木県 足利市 ウエルシア　足利福居店 0284-70-6071 栃木県足利市百頭町２１０５
栃木県 足利市 ドラッグストアマツモトキヨシ 足利助戸店 0284-44-5100 栃木県足利市助戸１丁目６８０
栃木県 栃木市 レザン 0282-55-2875 栃木県栃木市岩舟町下津原 ４４７ー４
栃木県 栃木市 ウエルシア 栃木片柳店 0282-20-5508 栃木県栃木市片柳町４ー２ー２８
栃木県 栃木市 ウエルシア 栃木日の出町店 0282-20-3901 栃木県栃木市日ノ出町５番１４号
栃木県 栃木市 スギドラッグ とりせん大平店 0282-21-8061 栃木県栃木市大平町西水代 １８３７番地１ とりせん内
栃木県 栃木市 スギドラッグ 栃木岩舟店 0282-21-8761 栃木県栃木市岩舟町静 ８７９番地３
栃木県 佐野市 ホワイト　ル－ジュ 0283-22-7070 栃木県佐野市若宮上町１ー１８
栃木県 佐野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 佐野赤坂店 0283-24-1466 栃木県佐野市赤坂町９５４ー１
栃木県 佐野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 佐野浅沼店 0283-21-0587 栃木県佐野市浅沼町字富士之宮 １２２ー２
栃木県 佐野市 高木薬品 0283-22-1001 栃木県佐野市万町４３
栃木県 佐野市 ウエルシア佐野植上店 0283-20-5025 栃木県佐野市植上町 １７８６番地２
栃木県 佐野市 ウエルシア 佐野富岡店 0283-27-2956 栃木県佐野市富岡町 １７１２番地１
栃木県 鹿沼市 しんかわ化粧品店 0289-62-3594 栃木県鹿沼市下横町 １３０１ー１
栃木県 鹿沼市 ドラッグストアマツモトキヨシ 鹿沼西茂呂店 0289-64-5641 栃木県鹿沼市西茂呂２ー２３ー５
栃木県 鹿沼市 ドラッグストアマツモトキヨシ ビバモール鹿沼店 0289-64-0588 栃木県鹿沼市睦町字川西城下 ２８７ー１
栃木県 鹿沼市 ウエルシア薬局 鹿沼貝島店 0289-60-2601 栃木県鹿沼市貝島町 ４５３
栃木県 日光市 ウエルシア 日光今市店 0288-22-8388 栃木県日光市芹沼１４６１ー２
栃木県 日光市 ウエルシア 日光今市大沢店 0288-26-9158 栃木県日光市木和田島 １５６７ー４
栃木県 小山市 イトーヨーカドー 小山店 0285-23-6111 栃木県小山市駅東通り ２ー３ー１５
栃木県 小山市 ウエルシア薬局 小山花垣店 0285-30-7502 栃木県小山市花垣町１ー４ー２９
栃木県 小山市 ウエルシア薬局 小山犬塚店 0285-31-3607 栃木県小山市大字犬塚字谷向 ８６３ー１
栃木県 小山市 ウエルシア薬局 小山城東店 0285-20-3865 栃木県小山市城東 ３ー２３ー４
栃木県 小山市 ウエルシア 小山駅南町店 0285-31-0053 栃木県小山市駅南町２ー６ー１
栃木県 小山市 ウエルシア 小山雨ヶ谷店 0285-31-3655 栃木県小山市雨ヶ谷８０２－３
栃木県 小山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 小山東城南店 0285-31-0588 栃木県小山市東城南 ４丁目３４ー７
栃木県 小山市 ウエルシア 小山神鳥谷店 0285-20-8030 栃木県小山市神鳥谷 ５丁目１７番２３号
栃木県 真岡市 ウエルシア 真岡高間木店 0285-81-1908 栃木県真岡市下高間木３２ー１
栃木県 真岡市 ドラッグストアマツモトキヨシ 真岡白布ヶ丘店 028-582-7210 栃木県真岡市白布ヶ丘５ー２
栃木県 真岡市 ウエルシア薬局 真岡熊倉店 0285-80-7122 栃木県真岡市熊倉町１ー１ー１
栃木県 真岡市 ドラッグストアマツモトキヨシ 真岡下高間木店 0285-80-1088 栃木県真岡市下高間木 １丁目１４番１号
栃木県 真岡市 ウエルシア 真岡荒町店 0285-80-8410 栃木県真岡市荒町三丁目 ４４番地２
栃木県 大田原市 ドラッグストアマツモトキヨシ 大田原店 0287-23-5570 栃木県大田原市美原 １ー３１５９ー１
栃木県 大田原市 ウエルシア 大田原本町店 0287-24-6700 栃木県大田原市本町 １丁目２７０５番８８
栃木県 大田原市 ウエルシア アクロスプラザ大田原店 0287-20-0001 栃木県大田原市若松町 １６４２ー６
栃木県 矢板市 ドラッグストアマツモトキヨシ 矢板店 0287-43-6251 栃木県矢板市末広町２８ー１
栃木県 那須塩原市 ドラッグストアマツモトキヨシ 黒磯店 0287-64-3605 栃木県那須塩原市豊住町７８ー５
栃木県 那須塩原市 ドラッグストアマツモトキヨシ エイトタウン那須塩原 0287-64-5750 栃木県那須塩原市鍋掛字鍋掛原 １０８７ー１３８３
栃木県 那須塩原市 ドラッグストアマツモトキヨシ 那須塩原東三島店 0287-39-1016 栃木県那須塩原市東三島 ５丁目１０３ー９
栃木県 那須塩原市 ランダムハウス 0287-36-7365 栃木県那須塩原市太夫塚 ６ー２３２ー６ ヨークベニマル西那須野店内
栃木県 さくら市 ドラッグストアマツモトキヨシ 氏家店 028-682-0231 栃木県さくら市櫻野字五斗蒔 ４４０ー１
栃木県 下野市 薬．化粧品のシマヤ 0285-53-1506 栃木県下野市石橋６４９ かましん石橋店内
栃木県 下野市 マツモトキヨシ マツモトキヨシ自治医大店 0285-44-0013 栃木県下野市緑１ー９ー４



栃木県 下野市 ウエルシア下野小金井店 0285-43-1056 栃木県下野市柴 ８３０番地９
栃木県 芳賀郡益子町 ウエルシア 益子町役場前店 0285-70-1311 栃木県芳賀郡益子町大字益子字 大堤１９９４ー５
栃木県 下都賀郡壬生町 おとめや 0282-82-0175 栃木県下都賀郡壬生町中央町 １２ー３
栃木県 下都賀郡野木町 ドラッグストアマツモトキヨシ 野木店 0280-57-0373 栃木県下都賀郡野木町大字丸林 字雷電５６５ー１
栃木県 下都賀郡野木町 ドラッグストアマツモトキヨシ 野木友沼店 0280-57-9881 栃木県下都賀郡野木町大字友沼 ５３０９
栃木県 塩谷郡高根沢町 ドラッグストアマツモトキヨシ 高根沢店 028-675-7360 栃木県塩谷郡高根沢町光陽台 ３ー１１ー１
群馬県 前橋市 ユニー アピタ　前橋店 027-226-8811 群馬県前橋市文京町２ー１ー１
群馬県 前橋市 コスメティックヴィラいちばんぼし 027-210-6231 群馬県前橋市文京町 けやきウォーク前橋１Ｆ
群馬県 前橋市 マルエドラッグ　大胡店 027-283-8889 群馬県前橋市堀越町３４６ー１
群馬県 前橋市 マルエドラッグ　文京店 027-224-8868 群馬県前橋市文京町 ２ー２０ー４３
群馬県 前橋市 ドラッグストアマツモトキヨシ ベイシア前橋富士見店 027-288-1655 群馬県前橋市富士見町原之郷 字旭久保６４３
群馬県 前橋市 マルエドラッグ　片貝店 027-234-3120 群馬県前橋市西片貝町 １ー３１３ー１７
群馬県 前橋市 ドラッグストアマツモトキヨシ 前橋関根店 027-233-6976 群馬県前橋市関根町３３８
群馬県 前橋市 マルエドラッグ　駒形店 027-267-1511 群馬県前橋市下大島町 １１５１ー１
群馬県 前橋市 ドラッグストアマツモトキヨシ 前橋おおごモール店 027-283-1702 群馬県前橋市堀越町３８１
群馬県 前橋市 マルエドラッグ川原店 027-237-3111 群馬県前橋市川原町４０ー２街区
群馬県 前橋市 ウエルシア前橋青柳薬局 027-219-0581 群馬県前橋市青柳町字宿前 ５０４ー１
群馬県 前橋市 マルエドラッグ　箱田店 027-255-5200 群馬県前橋市箱田町２３ー１
群馬県 前橋市 ウエルシア三俣薬局 027-219-0600 群馬県前橋市三俣町 ３ー１０ー２０
群馬県 前橋市 ドラッグスギ 朝日町店 027-223-8426 群馬県前橋市朝日町 １ー２８ー１０
群馬県 前橋市 ドラッグスギ 下細井店 027-310-1250 群馬県前橋市下細井町 ２３１２ー２
群馬県 前橋市 マルエドラッグ六供店 027-223-0032 群馬県前橋市六供町６５３ー２
群馬県 前橋市 ドラッグスギ 天川大島店 027-290-2116 群馬県前橋市天川大島町 １１８ー２
群馬県 前橋市 ウエルシア薬局前橋朝倉店 027-219-0600 群馬県前橋市朝倉町４ー１０ー４
群馬県 前橋市 ドラッグスギ 時沢店 027-230-5570 群馬県前橋市富士見町時沢７９１
群馬県 前橋市 マツモトキヨシ けやきウォーク前橋店 027-223-0061 群馬県前橋市文京町２ー１ー１
群馬県 前橋市 ウエルシア薬局前橋天川大島店 027-290-6155 群馬県前橋市天川大島町 ３３ー１
群馬県 前橋市 ドラッグスギ 新日吉店 027-219-0606 群馬県前橋市日吉町３ー１４ー３
群馬県 前橋市 ドラッグスギ 東片貝店 027-210-6150 群馬県前橋市東片貝町６０１
群馬県 前橋市 カインズホーム 前橋みなみモール店 027-289-2333 群馬県前橋市新堀町１８
群馬県 前橋市 クスリのアオキ 江田店 027-210-7400 群馬県前橋市江田町６０２番１
群馬県 前橋市 ウエルシア　前橋荒牧店 027-219-2562 群馬県前橋市荒牧町１丁目 ２４番１
群馬県 前橋市 クスリのアオキ総社店 027-210-5065 群馬県前橋市総社町 ２丁目１３番１９
群馬県 前橋市 ウエルシア前橋北代田店 027-219-1355 群馬県前橋市北代田町 ６４９番地４
群馬県 前橋市 クスリのアオキ高井店 027-226-1511 群馬県前橋市高井町 １丁目３５番地６４
群馬県 前橋市 マルエドラッグ 前橋朝日町店 027-220-1115 群馬県前橋市朝日町１ー２６ー７
群馬県 前橋市 マルエドラッグ 前橋元総社蒼海店 027-212-5775 群馬県前橋市元総社町１８５０
群馬県 前橋市 マルエドラッグ 前橋朝倉店 027-289-2833 群馬県前橋市朝倉町１６１番地１
群馬県 高崎市 ホームマートセキチュー 高崎矢中店 027-350-5611 群馬県高崎市矢中町６３４ー１
群馬県 高崎市 ユニー アピタ　高崎店 027-346-1001 群馬県高崎市矢中町字淵野内 ６６８ー１
群馬県 高崎市 マルエドラッグ飯塚店 027-364-6060 群馬県高崎市飯塚町４０１ー２
群馬県 高崎市 マルエドラッグ　群馬店 027-372-1772 群馬県高崎市金古町４４７ー１
群馬県 高崎市 マルエドラッグ　吉井店 027-387-6964 群馬県高崎市吉井町池５
群馬県 高崎市 マルエドラッグ　榛名町店 027-374-5283 群馬県高崎市中里見町６８
群馬県 高崎市 マルエドラッグ 倉賀野店 027-346-8977 群馬県高崎市倉賀野町４４３ー２
群馬県 高崎市 ウエルシア　高崎上佐野店 027-310-6370 群馬県高崎市上佐野町粕沢 ９０７ー１



群馬県 高崎市 マルエドラッグ　並榎店 027-365-3666 群馬県高崎市上並榎町７０
群馬県 高崎市 ドラッグスギ 筑縄店 027-364-8461 群馬県高崎市筑縄町２０ー１
群馬県 高崎市 マルエドラッグ寺尾店 027-327-5330 群馬県高崎市寺尾町５５８ー１
群馬県 高崎市 マルエドラッグ　高崎上小鳥店 027-365-3121 群馬県高崎市上小鳥町４２２ー１
群馬県 高崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 高崎日光店 027-362-1621 群馬県高崎市日光町９７ー１
群馬県 高崎市 マルエドラッグ　高崎小八木店 027-363-7400 群馬県高崎市小八木町 ２０３５ー２
群馬県 高崎市 マルエドラッグ　高崎新保店 027-365-3911 群馬県高崎市新保町２１ー１
群馬県 高崎市 マルエドラッグ　高崎箕郷店 027-371-1388 群馬県高崎市箕郷町上芝１８３
群馬県 高崎市 ウエルシア　高崎貝沢店 027-021-6000 群馬県高崎市貝沢町９６０ー１
群馬県 高崎市 スギ薬局 ウニクス高崎店 027-370-5481 群馬県高崎市飯塚町１１５０ー５ ウニクス高崎店内
群馬県 高崎市 ドン・キホーテパウ 高崎店 027-370-6600 群馬県高崎市問屋町西 ２ー１４ー１７
群馬県 高崎市 ドラッグスギ 中居店 027-352-4920 群馬県高崎市中居町４ー７ー１
群馬県 高崎市 ドラッグスギ 高崎剣崎店 027-344-5503 群馬県高崎市剣崎町１０６４ー１
群馬県 高崎市 ドラッグスギ 高崎日高町店 027-370-8890 群馬県高崎市日高町１３７９番地
群馬県 高崎市 マルエドラッグ高崎菅谷店 0273-50-3700 群馬県高崎市菅谷町 ２０ー９９１
群馬県 高崎市 薬マツモトキヨシ イーサイト高崎店 027-321-5803 群馬県高崎市八島町２２２ イーサイト高崎１Ｆ
群馬県 高崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 高崎新保町店 027-370-3005 群馬県高崎市新保町字諏訪 ４２２ー１
群馬県 高崎市 マルエドラッグ高崎駅西口店 027-310-7272 群馬県高崎市旭町３４ー５ 旭町ビル１Ｆ
群馬県 高崎市 クスリのアオキ 飯塚店 027-360-3001 群馬県高崎市飯塚町７２３ー１
群馬県 高崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 高崎並榎町店 027-370-1005 群馬県高崎市並榎町６１ー１
群馬県 高崎市 マルエドラッグ 高崎新町店 0274-20-2151 群馬県高崎市新町 ２１４０ー１９
群馬県 高崎市 クスリのアオキ新町店 0274-25-8745 群馬県高崎市新町１８０３番地
群馬県 高崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 高崎下豊岡店 027-310-1170 群馬県高崎市下豊岡町 ８９３
群馬県 高崎市 スギドラッグ 群馬町店 027-395-5112 群馬県高崎市中泉町６０５番地６
群馬県 高崎市 クスリのアオキ　上並榎店 027-381-6151 群馬県高崎市上並榎町４０番地２
群馬県 高崎市 スギドラッグ上並榎店 027-362-3842 群馬県高崎市上並榎町４６７番地
群馬県 桐生市 ＭＥＧＡドン・キホーテ　桐生店 0277-47-3816 群馬県桐生市永楽町５ー１０
群馬県 桐生市 コアンド－ル　フジヤ 0277-44-3023 群馬県桐生市本町６丁目２２番地
群馬県 桐生市 コバトラ薬局 0277-44-2300 群馬県桐生市本町５丁目３８番地
群馬県 桐生市 マルエドラッグ相生店 0277-53-1117 群馬県桐生市相生町 ５ー４７３ー１
群馬県 桐生市 マルエドラッグ　新里店 0277-74-1009 群馬県桐生市新里町小林 ２３３ー２
群馬県 桐生市 ウエルシア桐生境野薬局 0277-20-8171 群馬県桐生市境野町 ２ー２７２ー１
群馬県 桐生市 ドラッグストアマツモトキヨシ マーケットシティ桐生店 0277-54-0120 群馬県桐生市相生町 １ー１２４ー１
群馬県 桐生市 ドラッグスギ 天神店 0277-46-3620 群馬県桐生市天神町 ２ー１０ー４
群馬県 桐生市 薬マツモトキヨシ 桐生境野店 0277-20-6200 群馬県桐生市境野町６丁目 ４９１ー１
群馬県 桐生市 ドラッグスギ 新広沢店 0277-54-8770 群馬県桐生市広沢町 １ー２８０９ー１
群馬県 桐生市 ドラッグスギ あいおい店 0277-54-4520 群馬県桐生市相生町 ２ー４６６ー１４
群馬県 桐生市 ドラッグストアマツモトキヨシ 相生５丁目店 0277-40-2115 群馬県桐生市相生町 ５丁目４２５ー２
群馬県 桐生市 ウエルシア 桐生川内店 0277-40-3250 群馬県桐生市川内町 ３ー２０７ー１
群馬県 桐生市 クスリのアオキ相生店 0277-46-8686 群馬県桐生市相生町 ２丁目７０９番地２
群馬県 桐生市 マルエドラッグ 桐生東店 0277-20-7070 群馬県桐生市東１丁目６ー２８
群馬県 伊勢崎市 イトーヨーカドー 伊勢崎店 0270-26-5111 群馬県伊勢崎市連取町 １５０７番地
群馬県 伊勢崎市 ユニー アピタ　伊勢崎東店 0270-20-8115 群馬県伊勢崎市三室町５３３０
群馬県 伊勢崎市 マルエドラッグ　昭和店 0270-24-4384 群馬県伊勢崎市昭和町 １８８６ー１
群馬県 伊勢崎市 マルエドラッグ　宮子店 0270-26-8001 群馬県伊勢崎市宮子町 ３４１２ー６
群馬県 伊勢崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 西友楽市伊勢崎茂呂 0270-22-2670 群馬県伊勢崎市南千木町 ２３９５西友楽市内



群馬県 伊勢崎市 マルエドラッグ　韮塚店 0270-21-0577 群馬県伊勢崎市韮塚町 １１９５ー１
群馬県 伊勢崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 伊勢崎平和町店 0270-22-3631 群馬県伊勢崎市平和町１９ー１
群馬県 伊勢崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ フォリオ安堀店 0270-24-5551 群馬県伊勢崎市安堀町２２３ー１
群馬県 伊勢崎市 マルエドラッグ　伊勢崎南千木店 0270-26-7551 群馬県伊勢崎市南千木町２４４２
群馬県 伊勢崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 伊勢崎寿モール店 0270-23-2286 群馬県伊勢崎市柳原町９２番地１
群馬県 伊勢崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 伊勢崎美茂呂店 0270-24-8187 群馬県伊勢崎市美茂呂町 ３７３９ー１
群馬県 伊勢崎市 ＲｉＶＥＴ　ｂｙ　フジヤ 0270-20-2883 群馬県伊勢崎市西小保方町 ３４６ー３
群馬県 伊勢崎市 マツモトキヨシ スマーク伊勢崎店 0270-62-3501 群馬県伊勢崎市西小保方町３６８
群馬県 伊勢崎市 マルエドラッグ伊勢崎田部井店 0270-30-7733 群馬県伊勢崎市田部井町 ２ー４７９
群馬県 伊勢崎市 ウエルシア　境町店 0277-74-8505 群馬県伊勢崎市境下武士２６８３
群馬県 伊勢崎市 ドン・キホーテパウ いせさき店 0270-30-3111 群馬県伊勢崎市上泉町７３ー３
群馬県 伊勢崎市 マルエドラッグ伊勢崎富塚店 0270-50-5115 群馬県伊勢崎市富塚町 ２２０ー１
群馬県 伊勢崎市 ウエルシア伊勢崎赤堀店 0270-20-8750 群馬県伊勢崎市赤堀鹿児島町 １６３９ー１
群馬県 伊勢崎市 クスリのアオキ 南千木店 0270-30-3300 群馬県伊勢崎市南千木町 ２５６２ー１
群馬県 伊勢崎市 クスリのアオキ 今泉店 0270-20-1285 群馬県伊勢崎市今泉町１丁目 １２０４番地
群馬県 伊勢崎市 クスリのアオキ寿店 0270-30-5066 群馬県伊勢崎市西田町６７番１
群馬県 伊勢崎市 クスリのアオキ連取店 0270-27-5757 群馬県伊勢崎市連取町 １６６７番１
群馬県 伊勢崎市 ウエルシア伊勢崎市場店 0270-20-8677 群馬県伊勢崎市市場町二丁目 ８５０番地９
群馬県 伊勢崎市 スギドラッグ 伊勢崎店 0270-61-5235 群馬県伊勢崎市乾町 １９９番地
群馬県 伊勢崎市 クスリのアオキ宮子店 0270-75-2313 群馬県伊勢崎市宮子町 ３４６９番地１９

群馬県 太田市 ＣＯＳＭＥＴＩＣいちばんぼし 新田店 0276-57-5123
群馬県太田市新田市野井町 ５９２ー１３　新田ショッピング センターニ
コモール１階

群馬県 太田市 いちばんぼし　太田店 0276-45-5481 群馬県太田市飯田町１４０４ Ｊプラザ１Ｆ
群馬県 太田市 マルエドラッグ　鳥山店 0276-37-8182 群馬県太田市鳥山上町 １５３０ー３
群馬県 太田市 マルエドラッグ　内ヶ島店 0276-45-0733 群馬県太田市内ヶ島町２００３
群馬県 太田市 マルエドラッグ　太田南矢島店 0276-38-6607 群馬県太田市南矢島町３３街区 ２４番
群馬県 太田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 太田下田島店 0276-32-6676 群馬県太田市下田島町１１２７
群馬県 太田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 植木野モール店 0276-22-6733 群馬県太田市植木野町１９９ー１
群馬県 太田市 ドラッグスギ 太田小舞木店 0276-60-2871 群馬県太田市小舞木町２０４ー２ ヤオコー太田小舞木店内
群馬県 太田市 ウエルシア　新道町店 0276-31-4381 群馬県太田市新道町１２５４ー１
群馬県 太田市 ウエルシア　薮塚店 0277-78-8042 群馬県太田市藪塚町１２５９ー１
群馬県 太田市 マルエドラッグ　太田大原店 0277-40-4800 群馬県太田市大原町 １６６１ー４
群馬県 太田市 ウエルシア　岩瀬川店 0276-48-8740 群馬県太田市岩瀬川町４５０ー１
群馬県 太田市 ドン・キホーテ 太田店 0276-30-1811 群馬県太田市飯田町 １４０４ー１Ｊ１プラザ内
群馬県 太田市 ウエルシア太田鳥山店 0276-50-2178 群馬県太田市鳥山上町 １６３０ー１
群馬県 太田市 クスリのアオキ 藤阿久店 0270-20-6100 群馬県太田市藤阿久町 ７４６ー４
群馬県 太田市 クスリのアオキ 下浜田店 0276-30-0003 群馬県太田市下浜田町 ４８２ー１０
群馬県 太田市 クスリのアオキ 東矢島店 0276-30-3005 群馬県太田市東矢島町 １３２９番１
群馬県 太田市 ウエルシア太田富沢店 0276-40-6311 群馬県太田市富沢町２７４番地
群馬県 太田市 クスリのアオキ新田木崎店 0274-55-2031 群馬県太田市新田木崎町 ５３０番地２
群馬県 太田市 ウエルシア太田宝泉店 0276-60-6002 群馬県太田市宝町 ８６８番
群馬県 太田市 スギドラッグ 太田八幡店 0276-55-3411 群馬県太田市八幡町２９番１３ とりせん内
群馬県 太田市 クスリのアオキ新島店 0276-61-0819 群馬県太田市新島町 ９８１番地４
群馬県 太田市 ウエルシア太田尾島店 0276-30-7212 群馬県太田市安養寺町２２ー２
群馬県 沼田市 ホームマートセキチュー 沼田恩田店 0278-24-5222 群馬県沼田市恩田町２５４
群馬県 沼田市 おしゃれ専科　志きしま 0278-22-2313 群馬県沼田市材木町２９１



群馬県 沼田市 ドラッグストアマツモトキヨシ ベイシア沼田店 0278-23-8460 群馬県沼田市久屋原町字吉野 ４１３
群馬県 沼田市 丸満商店 0278-56-2026 群馬県沼田市利根町高戸谷 １９０番地
群馬県 沼田市 ウエルシア沼田店 0278-30-2270 群馬県沼田市東原新町 １８３１ー１
群馬県 沼田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 沼田ビバタウン店 0278-22-9555 群馬県沼田市東原新町１４５５
群馬県 沼田市 ウエルシア薬局 沼田栄町店 0278-30-3131 群馬県沼田市栄町２２１ー３
群馬県 館林市 エスポワール草苅 0276-75-5357 群馬県館林市楠町３６４８ー１ アゼリアモール
群馬県 館林市 ドラッグストアマツモトキヨシ 館林富士見町店 0276-75-0733 群馬県館林市富士見町１２ー４５
群馬県 館林市 ウエルシア薬局　館林松原店 0276-80-1350 群馬県館林市松原２ー１３ー３６
群馬県 館林市 ドラッグストアマツモトキヨシ アゼリアモール館林店 0276-76-7617 群馬県館林市楠町３６４８ー１
群馬県 渋川市 マルエドラッグ　渋川石原店 0279-22-6070 群馬県渋川市石原９２９ー１
群馬県 渋川市 ウエルシア薬局　渋川行幸田店 0278-60-8228 群馬県渋川市行幸田３２３ー３
群馬県 渋川市 マルエドラッグ渋川子持店 0279-24-8222 群馬県渋川市吹屋６６０ー５１
群馬県 藤岡市 クスリのアオキ 藤岡店 0274-40-7333 群馬県藤岡市藤岡９９６番１
群馬県 藤岡市 マルエドラッグ　鬼石店 0274-20-3020 群馬県藤岡市鬼石８４６ー１
群馬県 藤岡市 マルエドラッグ 藤岡中央店 0274-22-5560 群馬県藤岡市藤岡１１６ー１
群馬県 富岡市 マルエドラッグ富岡一ノ宮店 0274-63-1033 群馬県富岡市一ノ宮１６８３
群馬県 富岡市 マルエドラッグフォリオ富岡店 0274-64-5295 群馬県富岡市富岡５０１
群馬県 富岡市 クスリのアオキ 七日市店 0274-70-2400 群馬県富岡市七日市１４００ー１
群馬県 安中市 マルエドラッグ　安中杉並木店 027-381-1717 群馬県安中市原市５８７ー６
群馬県 安中市 マルエドラッグ　安中郷原店 027-380-2252 群馬県安中市郷原２３９ー４
群馬県 安中市 ウエルシア安中店 027-380-5125 群馬県安中市安中 ４ー８ー１２
群馬県 安中市 ウエルシア安中郷原店 027-380-2630 群馬県安中市郷原２９３ー１
群馬県 みどり市 コスメティックルーム　イブ 0277-72-1196 群馬県みどり市大間々町大間々 １４９１ー３
群馬県 みどり市 フジヤ　さくらもーる店 0277-72-4922 群馬県みどり市大間々町大間々 ４０
群馬県 みどり市 ウエルシア　みどり笠懸店 0277-70-7681 群馬県みどり市笠懸町阿左美 １７７ー１４
群馬県 北群馬郡榛東村 マルエドラッグ 榛東店 0279-30-5131 群馬県北群馬郡榛東村新井 ２２２２番地１
群馬県 北群馬郡吉岡町 カインズホーム 前橋吉岡Ｓｕｃ店 0279-55-6111 群馬県北群馬郡吉岡町大久保 ８２１
群馬県 北群馬郡吉岡町 マルエドラッグ　吉岡店 0279-55-1313 群馬県北群馬郡吉岡町大久保 ８９１ー１
群馬県 北群馬郡吉岡町 マルエドラッグ 吉岡野田宿店 0279-70-8770 群馬県北群馬郡吉岡町大字上野田 １０５２番地２
群馬県 甘楽郡甘楽町 カインズホーム ＳＣ富岡甘楽店 0274-74-7111 群馬県甘楽郡甘楽町大字福島 ９００
群馬県 吾妻郡中之条町 ドラッグストアマツモトキヨシ 中之条店 0279-69-7018 群馬県吾妻郡中之条町大字 中之条町字長岡１８６４ー１
群馬県 吾妻郡東吾妻町 マルエドラッグ 東吾妻原町店 0279-70-2226 群馬県吾妻郡東吾妻町原町 ５１１９
群馬県 佐波郡玉村町 フタバ．テスコ店 0270-65-9388 群馬県佐波郡玉村町上之手 １４８０テスコ店内
群馬県 佐波郡玉村町 マルエドラッグ玉村福島店 0270-64-2022 群馬県佐波郡玉村町福島 ７８ー６
群馬県 佐波郡玉村町 ウエルシア玉村店 0270-50-1191 群馬県佐波郡玉村町上飯島２７５
群馬県 佐波郡玉村町 ウエルシア玉村下新田店 0270-50-1260 群馬県佐波郡玉村町下新田 ７４３ー２
群馬県 邑楽郡大泉町 クスリのアオキ大泉吉田店 0276-55-3191 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田 ３０８９番地
群馬県 邑楽郡大泉町 クスリのアオキ大泉朝日店 0276-61-3020 群馬県邑楽郡大泉町朝日 ３丁目１番８号
群馬県 邑楽郡邑楽町 スギドラッグ 邑楽町店 0276-70-9330 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野 ４４７７ー２
群馬県 邑楽郡邑楽町 ウエルシア邑楽町中野店 0276-70-2505 群馬県邑楽郡邑楽町中野 ４５７１ー１
新潟県 新潟市北区 ウエルシア 新潟太夫浜店 025-278-2078 新潟県新潟市北区太夫浜 １６３９ー５
新潟県 新潟市東区 マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッグ空港通 025-271-5500 新潟県新潟市東区河渡甲３８６
新潟県 新潟市東区 クスリのアオキ 空港通り店 025-256-7577 新潟県新潟市東区浜谷町 ２丁目９２ー１
新潟県 新潟市東区 ウエルシア薬局新潟東中野山店 025-278-5320 新潟県新潟市東区東中野山 ６ー１５ー６
新潟県 新潟市東区 クスリのアオキ 豊店 025-279-0111 新潟県新潟市東区豊２丁目 ２番５０号
新潟県 新潟市東区 ウエルシア 新潟上木戸店 025-257-9955 新潟県新潟市東区上木戸 １丁目１２番５号



新潟県 新潟市東区 ウエルシア 新潟秋葉通店 025-278-9191 新潟県新潟市東区秋葉通 ３丁目１２番地２
新潟県 新潟市中央区 ＢｅａｕｔｙＣｏｓｍｅ三日月 025-285-6565 新潟県新潟市中央区上近江 ４ー１２ー２０ デッキー４０１内
新潟県 新潟市中央区 薬マツモトキヨシ 新潟駅ビルＣｏＣｏＬｏ東店 025-240-0001 新潟県新潟市中央区花園 １ー１ー１
新潟県 新潟市中央区 マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッグ近江店 025-282-1178 新潟県新潟市中央区上近江 ３ー５ー３
新潟県 新潟市中央区 ウエルシア薬局南笹口店 025-240-0037 新潟県新潟市中央区南笹口 ２ー３ー５５
新潟県 新潟市中央区 マツモトキヨシファミリードラッグ 白山駅前店 025-234-3500 新潟県新潟市中央区白山浦 ２ー６４５ー５６
新潟県 新潟市中央区 ウエルシア薬局　新潟新和店 025-282-2781 新潟県新潟市中央区新和 １ー６６ー１
新潟県 新潟市中央区 ウエルシア新潟横七番町店 025-226-7056 新潟県新潟市中央区元下島町 ４６２７ー１
新潟県 新潟市中央区 クスリのアオキ 馬越店 025-240-1000 新潟県新潟市中央区本馬越 ２丁目１１番１２号
新潟県 新潟市中央区 ドラッグストアマツモトキヨシ 女池店 025-288-0880 新潟県新潟市中央区女池上山 二丁目１番１５号
新潟県 新潟市中央区 ウエルシア 新潟関新１丁目店 025-201-1321 新潟県新潟市中央区関新 １丁目２番４６号
新潟県 新潟市中央区 ウエルシア 新潟南出来島店 025-282-1712 新潟県新潟市中央区南出来島 ２丁目４７６－５８
新潟県 新潟市江南区 マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッグ亀田店 025-381-1234 新潟県新潟市江南区五月町 ３ー５６４
新潟県 新潟市江南区 ウエルシア亀田店 025-383-5511 新潟県新潟市江南区亀田四ツ興野 ３ー２ー３２
新潟県 新潟市江南区 ウエルシア 新潟亀田駅前店 025-383-0170 新潟県新潟市江南区旭 ２丁目１番７号
新潟県 新潟市秋葉区 ウエルシア新潟さつき野店 0250-21-7010 新潟県新潟市秋葉区さつき野 １ー１ー３６
新潟県 新潟市秋葉区 クスリのアオキ さつき野店 0250-25-6600 新潟県新潟市秋葉区下興野町字 埋堀５５９ー９
新潟県 新潟市秋葉区 クスリのアオキ 新津店 0250-47-8200 新潟県新潟市秋葉区新津 ４５２０番地３
新潟県 新潟市南区 マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッグ白根店 025-371-5566 新潟県新潟市南区白根四ツ興野 １５９ー１
新潟県 新潟市南区 ウエルシア 新潟白根店 025-372-8006 新潟県新潟市南区能登 ４２５ー１
新潟県 新潟市西区 ユニー アピタ　新潟西店 025-201-1711 新潟県新潟市西区小新 ５丁目７番２１号
新潟県 新潟市西区 花やしきアピタ新潟西店 025-201-1060 新潟県新潟市西区小新 ５丁目７番２１号
新潟県 新潟市西区 マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッグ大学前 025-261-1336 新潟県新潟市西区坂井７１０
新潟県 新潟市西区 ウエルシア薬局青山店 025-234-5821 新潟県新潟市西区東青山 １ー２５ー２
新潟県 新潟市西区 ウエルシア新潟小新店 025-234-5211 新潟県新潟市西区小新 ４ー１０６ー１
新潟県 新潟市西区 ウエルシア薬局　新潟寺尾店 025-211-0818 新潟県新潟市西区寺尾東 ３ー２０ー１７
新潟県 新潟市西区 ウエルシア新潟大学前店 025-264-1120 新潟県新潟市西区坂井７４６ー１
新潟県 新潟市西区 ウエルシア 新潟亀貝店 025-211-0280 新潟県新潟市西区亀貝 １２３４ー１
新潟県 新潟市西区 ウエルシア 新潟西内野店 025-264-6800 新潟県新潟市西区五十嵐上崎山 ６２番地
新潟県 新潟市西蒲区 ウエルシア薬局　巻店 0256-73-7303 新潟県新潟市西蒲区巻甲 ４７７７ー１番地
新潟県 長岡市 ユニー アピタ　長岡店 025-829-6111 新潟県長岡市千秋２ー２７８
新潟県 長岡市 クスリのアオキ 大島店 0258-22-5350 新潟県長岡市大島本町 ３丁目１番地５７
新潟県 長岡市 ウエルシア薬局　長岡宮関店 0258-25-8151 新潟県長岡市宮関３丁目 １ー３
新潟県 長岡市 ウエルシア薬局　長岡古正寺店 0258-25-9518 新潟県長岡市古正寺３丁目 １１０番地
新潟県 長岡市 クスリのアオキ 西宮内店 0258-30-3777 新潟県長岡市西宮内１丁目 ５５番地
新潟県 長岡市 クスリのアオキ 千歳店 0258-31-0070 新潟県長岡市千歳２丁目 １番４３号
新潟県 長岡市 ウエルシア新潟栃尾店 0258-51-5225 新潟県長岡市新栄町 ２ー１ー１
新潟県 長岡市 ドラッグストアマツモトキヨシ 七日町店 0258-22-5060 新潟県長岡市七日町字川原 ４２８ー１
新潟県 長岡市 ウエルシア リップス旭岡店 0258-30-5225 新潟県長岡市上条町 ４５３番地１
新潟県 長岡市 ウエルシア 長岡中島店 0258-38-8826 新潟県長岡市中島７丁目２ー３
新潟県 長岡市 薬マツモトキヨシ ＣｏＣｏＬｏ長岡店 0258-36-7708 新潟県長岡市城内町一丁目 ６１１番地１号 ＣｏＣｏＬｏ長岡２階
新潟県 長岡市 ウエルシア 長岡稲葉町店 0258-22-7266 新潟県長岡市稲葉町７６６番地４
新潟県 三条市 ウエルシア新潟三条薬局 0256-36-0808 新潟県三条市西裏館 ２ー１１ー１９
新潟県 三条市 クスリのアオキ 三条北店 0256-36-8710 新潟県三条市東裏館３ー６１３
新潟県 三条市 クスリのアオキ 興野店 0256-36-7707 新潟県三条市興野２丁目 ８番２２号
新潟県 三条市 ウエルシア三条保内店 0256-39-6051 新潟県三条市下保内字中谷地 １０５０ー１



新潟県 三条市 クスリのアオキ 西本成寺店 0256-31-1200 新潟県三条市西本成寺 １丁目３４番１９号
新潟県 三条市 ドラッグストアマツモトキヨシ 三条東新保店 0256-36-8010 新潟県三条市東新保９番１５号
新潟県 三条市 ウエルシア三条新保店 0256-31-1611 新潟県三条市新保字三百刈 １４７番１
新潟県 柏崎市 クスリのアオキ 松美店 0257-28-7350 新潟県柏崎市松美２丁目字西新田 ２５３番地
新潟県 柏崎市 ウエルシア柏崎米山台店 0257-28-7760 新潟県柏崎市米山台３ー９
新潟県 柏崎市 ウエルシア柏崎上田尻店 0257-20-6380 新潟県柏崎市大字上田尻 １０４３番地
新潟県 柏崎市 ウエルシア柏崎錦町店 0257-28-6601 新潟県柏崎市錦町１ー８
新潟県 新発田市 クスリのアオキ 富塚店 0254-21-0500 新潟県新発田市富塚町 ２ー４ー３１
新潟県 新発田市 クスリのアオキ 新発田豊町店 025-421-0070 新潟県新発田市豊町４－９－５
新潟県 新発田市 ウエルシア新発田本町店 0254-21-7663 新潟県新発田市本町３ー２ー６
新潟県 新発田市 クスリのアオキ 住吉店 0254-20-1200 新潟県新発田市住吉町 ５丁目４番９号
新潟県 小千谷市 ウエルシア 小千谷若葉店 0258-81-0800 新潟県小千谷市若葉二丁目１番地
新潟県 十日町市 ウエルシア十日町住吉店 025-750-6131 新潟県十日町市住吉町 １５６ー２
新潟県 十日町市 ウエルシア 十日町下川原町店 025-750-5066 新潟県十日町市寅乙２３５番地２
新潟県 見附市 ウエルシア 見附上新田店 0258-61-2655 新潟県見附市上新田町 ８１４ー１１
新潟県 村上市 ドラッグストアマツモトキヨシ 村上肴町店 0254-56-0010 新潟県村上市大欠１７９２ー２
新潟県 村上市 ウエルシア 新潟村上山辺里店 0254-56-2237 新潟県村上市山辺里２１０４番地
新潟県 燕市 ウエルシア薬局　燕店 0256-61-6600 新潟県燕市井土巻 ２ー６２ー１
新潟県 燕市 ウエルシア薬局　吉田店 0256-91-1211 新潟県燕市吉田３７１９ー１
新潟県 燕市 クスリのアオキ 分水店 0256-77-8700 新潟県燕市笈ケ島字興野前 １１８１番１
新潟県 燕市 クスリのアオキ つばめ白山店 0256-64-7100 新潟県燕市白山町 ３丁目２２番９号
新潟県 妙高市 ウエルシア妙高栗原店 0255-70-1310 新潟県妙高市栗原 ２ー７９ー１
新潟県 五泉市 ウエルシア薬局　五泉店 0250-42-2223 新潟県五泉市東本町２丁目 ６ー６
新潟県 五泉市 クスリのアオキ 五泉今泉店 0250-47-4780 新潟県五泉市今泉 １３４０番
新潟県 五泉市 ウエルシア 五泉村松店 0250-58-0130 新潟県五泉市村松１２３４番地４
新潟県 上越市 クスリのアオキ 鴨島店 025-527-3151 新潟県上越市鴨島一丁目１５０６
新潟県 上越市 クスリのアオキ 北城店 025-521-0150 新潟県上越市北城町４丁目 １７６番地
新潟県 上越市 クスリのアオキ 上越昭和店 025-525-2101 新潟県上越市昭和町２丁目 ９９０番地１
新潟県 上越市 クスリのアオキ 五智店 025-539-5030 新潟県上越市五智１ー１２ー６
新潟県 上越市 ウエルシア上越大潟店 025-535-5020 新潟県上越市大潟区下小船津浜 １１６５ー１６
新潟県 上越市 ＭＥＧＡドン・キホーテ 上越インター店 025-521-1011 新潟県上越市富岡６８３ー１２
新潟県 上越市 クスリのアオキ 春日山町店 025-521-0050 新潟県上越市春日山町３丁目 １５番８号
新潟県 上越市 ドラッグストアマツモトキヨシ 高田西店 025-527-6050 新潟県上越市大字飯７２５
新潟県 上越市 ウエルシア 上越下門前店 025-531-3350 新潟県上越市下門前 １６５３
新潟県 阿賀野市 ウエルシア薬局新潟水原店 0250-62-8801 新潟県阿賀野市中島町 １２５８ー７
新潟県 佐渡市 ウエルシア薬局佐渡佐和田店 0259-61-1330 新潟県佐渡市泉１３１０
新潟県 佐渡市 ウエルシア佐渡両津店 0259-24-1300 新潟県佐渡市加茂歌代字境 ４０８
新潟県 魚沼市 ウエルシア薬局新潟小出店 025-793-3650 新潟県魚沼市井口新田 １００３ー６
新潟県 魚沼市 ウエルシア 新潟小出東店 025-783-1070 新潟県魚沼市井口新田 ８３８ー１
新潟県 南魚沼市 ウエルシア南魚沼六日町店 025-781-5255 新潟県南魚沼市川窪字陣場 １００１ー１
新潟県 南魚沼市 ウエルシア南魚沼塩沢店 025-782-6065 新潟県南魚沼市塩沢７７５ー３
新潟県 南魚沼市 ウエルシア 南魚沼浦佐店 025-780-4571 新潟県南魚沼市浦佐４００１番地
新潟県 胎内市 マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッグ中条店 0254-44-7111 新潟県胎内市大川町３０６０ー１
新潟県 胎内市 ウエルシア 新潟中条店 0254-44-0606 新潟県胎内市大川町 １４番３１号
新潟県 南蒲原郡田上町 ウエルシア 新潟田上店 0256-46-7250 新潟県南蒲原郡田上町大字羽生田 １３４番地１
山梨県 甲府市 ウエルシア薬局　大里店 055-241-5530 山梨県甲府市大里町 １８３４



山梨県 甲府市 ウエルシア関東 ウエルシア薬局　甲府若松店 055-236-6606 山梨県甲府市若松町８番６
山梨県 甲府市 ウエルシア関東 ウエルシア　甲府徳行店 055-236-6631 山梨県甲府市徳行 ２－１４－２３
山梨県 甲府市 ウエルシア関東 ウエルシア甲府富竹店 055-231-8123 山梨県甲府市富竹 ２－１－２１
山梨県 甲府市 ウエルシア甲府和戸店 055-231-8105 山梨県甲府市国玉町３２８ー１
山梨県 甲府市 ウエルシア 甲府武田店 055-255-2550 山梨県甲府市武田１ー４ー３１
山梨県 富士吉田市 ドン・キホ－テ 河口湖店 055-521-2311 山梨県富士吉田市松山字熊穴 １５９０
山梨県 富士吉田市 ビューティーＱ 0555-23-1115 山梨県富士吉田市上吉田２ー５ー １富士急ターミナルビル１Ｆ
山梨県 富士吉田市 ウエルシア薬局　上吉田店 0555-21-2070 山梨県富士吉田市上吉田３７７３ ー３
山梨県 富士吉田市 ウエルシア関東 ウエルシア薬局　富士吉田店 0555-21-2205 山梨県富士吉田市上吉田 ３４５１－１
山梨県 富士吉田市 ウエルシア下吉田店 0555-20-1131 山梨県富士吉田市下吉田 ５８１４番１
山梨県 都留市 ウエルシア薬局　都留店 0554-20-3811 山梨県都留市上谷６ー１０５２ー １
山梨県 都留市 ウエルシア薬局　都留田野倉店 0554-46-6280 山梨県都留市田野倉１５８－２
山梨県 山梨市 ウエルシア関東 ウエルシア山梨七日市場店 0553-20-1611 山梨県山梨市七日市場８６３
山梨県 南アルプス市 ドラッグストアマツモトキヨシ 南アルプス白根店 055-280-8120 山梨県南アルプス市在家塚 １２９０番１
山梨県 北杜市 ウエルシア薬局　北杜大泉店 0551-20-5681 山梨県北杜市大泉町谷戸３９０７ ー１
山梨県 甲斐市 ユニー アピタ　甲斐双葉店 0551-30-7111 山梨県甲斐市志田字柿木 ６４５－１番地
山梨県 甲斐市 ウエルシア薬局　甲斐開国橋店 055-260-8011 山梨県甲斐市西八幡３５６８ー１
山梨県 甲斐市 ウエルシア関東 ウエルシア甲斐敷島店 055-267-3698 山梨県甲斐市中下条１６１１
山梨県 笛吹市 ウエルシア薬局　ＭＴ御坂店 055-261-8701 山梨県笛吹市御坂町夏目原 １１１６
山梨県 上野原市 ウエルシア薬局　上野原店 0554-30-2155 山梨県上野原市上野原４１１４
山梨県 甲州市 ウエルシア薬局　塩山市民病院前店 0553-32-6255 山梨県甲州市塩山下於曽１４７０
山梨県 甲州市 ウエルシア薬局　塩山北店 055-320-6020 山梨県甲州市塩山赤尾 ２９９

山梨県
西八代郡市川三
郷町

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

山梨県 南巨摩郡南部町 ウエルシア南巨摩南部町店 0556-66-1115 山梨県南巨摩郡南部町福士 ２８５０５番１２
山梨県 中巨摩郡昭和町 イトーヨーカドー 甲府昭和店 055-268-1311 山梨県中巨摩郡昭和町西条１３ー １
山梨県 中巨摩郡昭和町 ウエルシア薬局　石和市部店 055-261-8722 山梨県笛吹市石和町市部 １０９０－１
山梨県 中巨摩郡昭和町 ウエルシア関東 ウエルシア甲府昭和店 055-268-6220 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰 １１３２ー２

山梨県
南都留郡富士河
口湖町

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

長野県 長野市 イトーヨーカドー 長野店 026-234-1011 長野県長野市権堂町２２０１
長野県 長野市 西友　川中島店 026-284-8441 長野県長野市川中島町今井字 薬師堂１８１４ー１
長野県 長野市 化粧品のおおた 026-232-2915 長野県長野市問御所町１２７１ー ３ＴＯｉＧＯＷＥＳＴ１Ｆ
長野県 長野市 ウエルシア 長野若槻大通り店 026-259-1858 長野県長野市徳間１ー５ー２６
長野県 長野市 とをしや薬局　長野栗田店 026-267-5571 長野県長野市栗田３４０ー１
長野県 長野市 クスリのアオキ 篠ノ井店 026-290-5250 長野県長野市篠ノ井御幣川 字北松島６１１
長野県 長野市 クスリのアオキ 三輪店 026-256-6320 長野県長野市三輪９丁目 ４９番３６号
長野県 長野市 クスリのアオキ 大塚店 026-254-6250 長野県長野市青木島町大塚字北島 ９１６番１
長野県 長野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 南長野運動公園店 026-299-3357 長野県長野市水沢上庭土地区画 整理事業１３街区ー１１
長野県 長野市 クスリのアオキ 稲葉店 026-267-0250 長野県長野市大字稲葉字中原沖 ８９６番
長野県 長野市 サカキヤイオンタウン長野三輪店 026-241-9208 長野県長野市三輪９丁目 ４３ー２４
長野県 長野市 ウエルシア長野若穂店 026-282-7223 長野県長野市若穂綿内４４５番地
長野県 長野市 ウエルシア 長野三輪店 026-238-6080 長野県長野市三輪 ６丁目１００１ー１
長野県 長野市 薬　マツモトキヨシ ＭＩＤＯＲＩ長野店 026-267-5180 長野県長野市南千歳 １ー２２ー６ ＭＩＤＯＲＩ長野１Ｆ
長野県 長野市 ウエルシア 長野川中島店 026-291-0681 長野県長野市稲里町中氷鉋 ９６３ー１他
長野県 松本市 由比ケ浜薬局 0263-46-0215 長野県松本市岡田松岡１８１－５



長野県 松本市 とをしや薬局　松本高宮店 0263-24-2288 長野県松本市征矢野 ２ー１４ー１１
長野県 松本市 とをしや薬局　梓川店 0263-76-1082 長野県松本市梓川倭９１８
長野県 松本市 とをしや薬局　島内店 0263-40-1666 長野県松本市大字島内 １８４０ー７
長野県 松本市 とをしや薬局　村井店 0263-85-2522 長野県松本市村井町西 ２ー１７ー３４
長野県 松本市 ウエルシア 松本渚店 0263-24-1508 長野県松本市渚１ー７ー１
長野県 松本市 とをしや薬局　平田店 0263-59-5370 長野県松本市平田東 ２ー１７ー１３
長野県 松本市 とをしや薬局　庄内店 0263-24-0601 長野県松本市出川１丁目１４ー１ 庄内ショッピングセンター内
長野県 松本市 ウエルシア薬局　松本高宮西店 0263-24-0005 長野県松本市高宮西３番１号
長野県 松本市 とをしや薬局　松本寿店 0263-85-3150 長野県松本市寿南 １丁目２５４ー１
長野県 上田市 イトーヨーカドー アリオ上田店 0268-27-6611 長野県上田市天神３丁目５番１号 アリオ上田店内
長野県 上田市 わかまつや 0268-22-1589 長野県上田市中央２－４－１３
長野県 上田市 ウエルシア 上田山口店 0268-27-1188 長野県上田市上田山口 １２２１ー１
長野県 上田市 クスリのアオキ 上田中央店 0268-28-0350 長野県上田市中央２丁目 １８番２６号
長野県 上田市 ウエルシア 上田しおだ野店 0268-23-6838 長野県上田市神畑５００番地
長野県 上田市 クスリのアオキ 上田原店 0268-29-2310 長野県上田市神畑字鳥居先 １３５番
長野県 上田市 ウエルシア薬局　上田真田店 0268-72-8733 長野県上田市真田町本原 字下間当７４６ー１
長野県 上田市 クスリのアオキ 大屋店 0268-35-5010 長野県上田市大屋２３４ー８
長野県 上田市 クスリのアオキ 常田店 0268-28-7120 長野県上田市常田２ー１０ー６
長野県 岡谷市 ユニー アピタ岡谷店 0266-23-7666 長野県岡谷市銀座１ー１ー５
長野県 岡谷市 ウエルシア薬局　岡谷長地店 0266-26-2510 長野県岡谷市長地権現町 １－７－３２
長野県 岡谷市 ドラッグストアマツモトキヨシ レイクウォーク岡谷店 0266-21-1050 長野県岡谷市銀座１ー１ー５ レイクウォーク岡谷１Ｆ
長野県 飯田市 ユニー アピタ飯田店 0265-52-5630 長野県飯田市鼎名古熊２４６１
長野県 飯田市 ドラッグストアマツモトキヨシ かなえ店 0265-56-8670 長野県飯田市鼎名古熊 ２０８１ー１
長野県 諏訪市 ウエルシア薬局　諏訪四賀店 0266-54-2862 長野県諏訪市大字四賀字赤沼 １７５３
長野県 須坂市 クスリのアオキ 墨坂店 026-247-8850 長野県須坂市墨坂 ４丁目３番２８号
長野県 小諸市 ウエルシア 小諸みかげ店 0267-23-0138 長野県小諸市御影新田 ２５７８ー１
長野県 小諸市 ウエルシア 小諸御幸町店 0267-26-2205 長野県小諸市御幸町 一丁目２番２６号
長野県 伊那市 ベルシャイン　伊那店 0265-76-2111 長野県伊那市 伊那部日影４３５－１
長野県 伊那市 ユニー アピタ　伊那店 0265-72-1331 長野県伊那市伊那 字下川原５１９８
長野県 伊那市 ウエルシア薬局　伊那上新田店 0265-71-6810 長野県伊那市上新田２０２１番地
長野県 伊那市 ウエルシア　伊那上牧店 0265-71-5067 長野県伊那市上牧６５９０
長野県 駒ヶ根市 お肌の専門店　中島屋 0265-83-3065 長野県駒ヶ根市中央１５番６号
長野県 中野市 ウエルシア 中野駅前店 0269-24-5078 長野県中野市西条字並柳１２６９
長野県 中野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 中野吉田店 0269-24-7550 長野県中野市大字吉田 １０４９ー１
長野県 中野市 クスリのアオキ 西条店 0269-38-1171 長野県中野市大字西条 ８６９番地
長野県 大町市 とをしや薬局　大町常盤店 0261-26-3250 長野県大町市常盤５８６８ー９
長野県 茅野市 ウエルシア茅野本町店 0266-82-8210 長野県茅野市本町西４６０４ー１
長野県 塩尻市 とをしや薬局　広丘野村店 0263-51-6020 長野県塩尻市大字広丘野村 ７９７ー３
長野県 塩尻市 とをしや薬局　広丘駅前店 0263-54-8867 長野県塩尻市大字広丘原新田 ２１５ー４
長野県 塩尻市 とをしや薬局　塩尻中学前店 0263-54-9727 長野県塩尻市大字大小屋字屋敷 ９３ー１
長野県 佐久市 ウエルシア　佐久 インターウェーブ店 0267-65-8188 長野県佐久市小田井６１３ 佐久小田井ショッピングセンター 内
長野県 佐久市 ウエルシア 佐久野沢店 0267-64-8978 長野県佐久市野沢２４８ー１外
長野県 佐久市 ウエルシア　佐久中込店 0267-64-6755 長野県佐久市中込４７７ー５
長野県 佐久市 ウエルシア 佐久市役所前店 0267-64-2550 長野県佐久市中込３０１５ー１
長野県 千曲市 コスメチックサロン　ビーナス 026-276-4968 長野県千曲市大字戸倉町字戸倉 １８６５ー１
長野県 千曲市 クスリのアオキ 粟佐店 026-273-8220 長野県千曲市大字粟佐字宮西 １２５８ー１



長野県 安曇野市 とをしや薬局　三郷店 0263-77-7577 長野県安曇野市三郷温 ２４２９ー２
長野県 安曇野市 とをしや薬局　有明店 0263-83-7341 長野県安曇野市穂高有明 １００１１
長野県 安曇野市 とをしや薬局　堀金店 0263-73-5603 長野県安曇野市堀金烏川５０１０
長野県 安曇野市 とをしや薬局　矢原店 0263-81-0955 長野県安曇野市穂高７６９ー２
長野県 安曇野市 とをしや薬局　豊科店 0263-71-2811 長野県安曇野市豊科２６３７ー４
長野県 安曇野市 ウエルシア安曇野インター店 0263-71-1512 長野県安曇野市豊科田沢 ６９５６ー１

長野県
北佐久郡軽井沢
町

ドラッグストアマツモトキヨシ 軽井沢店 0267-44-3180 長野県北佐久郡軽井沢町長倉 ２６６９ー１

長野県 上伊那郡箕輪町 ファミリードラッグ 箕輪店 0265-79-9958 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪 ８０５７
長野県 上伊那郡箕輪町 ドラッグストアマツモトキヨシ 伊北インター店 0265-71-3370 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪 字山の神１６０８ー１
長野県 北安曇郡松川村 とをしや薬局　松川店 0261-61-1525 長野県北安曇郡松川村東川原 ５７２８ー１８０
長野県 北安曇郡白馬村 ファミリードラッグ 白馬店 0261-71-1671 長野県北安曇郡白馬村大字北城 ５９３４ー１
（以上）


