
都道府県 市区町村 店名 電話番号 住所

三重県 津市 ＣＯＳＭＥＴＩＣ　ＧＡＲＤＥＮ 河芸店 059-245-2881 三重県津市河芸町中別保丸垣内 １００番イオンＳＣ津河芸店内

三重県 津市 ルージュコスメティックス 059-253-7100
三重県津市久居小野辺町 １１３０ー７イオン津城山 ショッピングセ
ンター内１Ｆ

三重県 津市 スギ薬局 河芸店 059-244-2211 三重県津市河芸町東千里 字大橋２５５番地１
三重県 津市 スギ薬局 スギ薬局藤方店 059-213-6951 三重県津市藤方字山ノ越 １９２０番地
三重県 津市 スギ薬局 津新町店 059-221-2557 三重県津市新町１丁目 １０番２３号
三重県 津市 スギ薬局 城山店 059-238-1545 三重県津市城山１丁目１６ー３１
三重県 津市 スギ薬局 久居インターガーデン店 059-254-5270 三重県津市久居明神町字風早 ２５２２番
三重県 津市 スギ薬局 津白塚店 059-236-1105 三重県津市栗真小川町４４５番地 ＳＥＮＯＰＡＲＫ内
三重県 津市 ココカラファイン 西鷹跡店 059-254-3055 三重県津市久居西鷹跡町 ３６４ー１
三重県 津市 スギ薬局 久居新町店 059-254-3115 三重県津市久居新町２８６０番地
三重県 津市 ココカラファイン 城山店 059-254-0054 三重県津市久居小野辺町 １１３０ー７
三重県 津市 スギ薬局 スギドラッグ津神戸店 059-221-7300 三重県津市神戸字横田 ２４３番地１
三重県 津市 ジップドラッグ 一身田店 059-236-1505 三重県津市一身田中野字小向 ２３０番地７
三重県 津市 スギ薬局 スギドラッグ津高茶屋店 059-238-1717 三重県津市高茶屋小森町字竹縄 １４０
三重県 津市 クスリのアオキ 津河芸店 059-272-4456 三重県津市河芸町東千里 ５４番地
三重県 津市 クスリのアオキ 久居店 059-253-5340 三重県津市久居野村町 ８５５番地
三重県 津市 ウエルシア 津一志店 059-295-0980 三重県津市一志町日置字西貝鍋 ５ー１
三重県 津市 ウエルシア 津神納町店 059-221-7270 三重県津市神納町１番１３号
三重県 四日市市 スギ薬局 城西店 059-350-3361 三重県四日市市中川原 １丁目３ー２
三重県 四日市市 スギ薬局 スギ薬局阿倉川店 059-330-6680 三重県四日市市羽津山町２ー５
三重県 四日市市 スギ薬局 富田店 059-361-0010 三重県四日市市下之宮町 ３１３ー１
三重県 四日市市 スギ薬局 四日市泊店 059-349-6626 三重県四日市市泊小柳町 ４番地５号
三重県 四日市市 スギ薬局 久保田店 059-350-2385 三重県四日市市久保田 １丁目４番３１号
三重県 四日市市 スギ薬局 青葉店 059-350-8550 三重県四日市市青葉町 ８００ー３５１
三重県 四日市市 スギ薬局 末永店 059-330-6171 三重県四日市市末永町８番４０号
三重県 四日市市 ジップドラッグ 西富田 059-361-7380 三重県四日市市西富田町 大字大宮田２４９
三重県 四日市市 スギ薬局 四日市日永店 059-349-1731 三重県四日市市日永 ３丁目２番２５号

三重県 四日市市 スギドラッグ サンシ生桑店 059-334-8771
三重県四日市市生桑町字榎下 １６７番地１
スーパーサンシいくわ店内

三重県 四日市市 ジップドラッグ 笹川店 059-320-2510 三重県四日市市室山町５６０
三重県 四日市市 ＭＥＧＡドン・キホーテ 四日市店 059-320-2411 三重県四日市市西日野町 １６０８ー１
三重県 四日市市 スギドラッグ 四日市泊小柳店 059-340-3061 三重県四日市市泊小柳町 ３番地２９号
三重県 四日市市 ウエルシア 四日市ときわ店 059-356-8122 三重県四日市市ときわ５丁目 ２番２７号
三重県 四日市市 ウエルシア 四日市蒔田店 059-361-7151 三重県四日市市蒔田 二丁目１番２号
三重県 四日市市 ウエルシア 四日市波木店 059-320-2002 三重県四日市市波木町字西亀ケ谷 ４１６ー１
三重県 伊勢市 ＣＯＳＭＥＴＩＣＳ　ＳＰＯＴ伊勢店 0596-23-7510 三重県伊勢市御薗町長屋字溝畑 ２１３６みそのＳＣベリー内

【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。 



三重県 伊勢市 ＣＯＳＭＥＴＩＣＳ 紅花エレガンス 0596-36-3212
三重県伊勢市小木町曾祢 ５３８番地
イオンタウン伊勢ララパーク１階

三重県 伊勢市 スギ薬局 伊勢小俣店 0596-20-8571 三重県伊勢市小俣町相合４４５
三重県 伊勢市 スギ薬局 伊勢宮後店 0596-20-7171 三重県伊勢市宮後３丁目８番５６
三重県 伊勢市 ジップドラッグ ミタス伊勢店 0596-21-0677 三重県伊勢市船江１丁目 ４７１ー１
三重県 伊勢市 スギ薬局 みその店 0596-20-1070 三重県伊勢市御薗町長屋２１３６
三重県 伊勢市 スギドラッグ 藤里店 0596-20-6411 三重県伊勢市藤里町字六反田 ６０４番地ベリー藤里店内
三重県 伊勢市 ウエルシア 伊勢小俣店 0596-20-5770 三重県伊勢市小俣町元町４１６
三重県 伊勢市 ウエルシア 伊勢二見店 0596-44-2012 三重県伊勢市二見町山田原 ４１番
三重県 伊勢市 ココカラファイン 伊勢ララパーク店 0596-31-3955 三重県伊勢市小木町曽根 ５３８番地
三重県 伊勢市 ウエルシア 伊勢宮町店 0596-20-1277 三重県伊勢市御薗町高向字落合 ９８５番１

三重県 松阪市 ＣＯＳＭＥＴＩＣＳ　ＳＰＯＴ嬉野店 0598-42-8617
三重県松阪市嬉野中川新町 ４丁目２０５番地
ユーストア嬉野店内

三重県 松阪市 スギ薬局 スギ薬局松阪中央店 0598-50-1372 三重県松阪市宮町字堂ノ後 １８０番地
三重県 松阪市 スギ薬局 スギ薬局嬉野店 0598-48-1100 三重県松阪市嬉野中川町６８０
三重県 松阪市 スギ薬局 アドバンスモール松阪店 0598-25-5666 三重県松阪市田村町２３５ー１

三重県 松阪市 スギドラッグ 垣鼻店 0598-25-2002
三重県松阪市垣鼻町４９１番地１
ぎゅーとらラブリー垣鼻店内

三重県 松阪市 ウエルシア薬局　松阪川井店 0598-25-5089 三重県松阪市上大坪７１８
三重県 松阪市 スギ薬局 内五曲店 0598-25-3232 三重県松阪市内五曲町９０番地１
三重県 松阪市 ウエルシア 松阪中道町店 0598-56-9580 三重県松阪市中道町４８３ー１
三重県 松阪市 スギドラッグ 松阪川井町店 0598-20-9001 三重県松阪市川井町 １００２ー１

三重県 桑名市 パルファンイオンモール桑名店 0594-41-3115
三重県桑名市新西方１ー２２
イオンモール桑名１番街 アンク専門店街２Ｆ

三重県 桑名市 カインズホーム 桑名店 0594-31-6111 三重県桑名市大仲新田２２０
三重県 桑名市 スギ薬局 長島店 0594-41-0300 三重県桑名市長島町松ケ島 字西島９５番
三重県 桑名市 スギ薬局 多度店 0594-49-3310 三重県桑名市多度町香取高割 ３３８ー１
三重県 桑名市 スギ薬局 桑名中央店 0594-27-1275 三重県桑名市矢田磧２０１番地７
三重県 桑名市 スギ薬局 大山田店 0594-27-1561 三重県桑名市新西方２ー１４
三重県 桑名市 スギ薬局 星川店 0594-33-2255 三重県桑名市星川字半之木７８５ サンシティ１階
三重県 桑名市 スギ薬局 桑名西別所店 0594-27-1085 三重県桑名市西別所中沢 ８８１ー１
三重県 桑名市 スギ薬局 新七和店 0594-33-1120 三重県桑名市大仲新田４２４
三重県 桑名市 ココカラファイン 大山田店 0594-33-2515 三重県桑名市松ノ木３丁目８番地
三重県 桑名市 クスリのアオキ 江場店 0594-41-2370 三重県桑名市大字江場 １３１６番地１
三重県 桑名市 スギドラッグ 桑名大福店 0594-41-2530 三重県桑名市大字大福 ４２４番地１

三重県 桑名市 薬マツモトキヨシイオンモール桑名店 0594-25-8040
三重県桑名市新西方１丁目 ２２番地
イオンモール桑名１番街 アンク専門店街

三重県 桑名市 ウエルシア桑名東方店 0594-25-8015 三重県桑名市大字東方字細貝道 １０８２番１
三重県 桑名市 ココカラファイン サンシパーク桑名店 0594-33-1238 三重県桑名市大仲新田字新井水下 ８４ー１
三重県 鈴鹿市 ＣＯＳＭＩＴＩＣＳ　紅筆 059-375-0532 三重県鈴鹿市庄野羽山四丁目 １番２号イオン鈴鹿ＳＣ内
三重県 鈴鹿市 コスメティックハウス ３８８ 059-370-4886 三重県鈴鹿市算所２丁目５ー１
三重県 鈴鹿市 スギ薬局 アクシス鈴鹿店 059-381-5011 三重県鈴鹿市北玉垣町 字中野８０１
三重県 鈴鹿市 ココカラファイン 岡田店 059-375-7713 三重県鈴鹿市岡田３丁目３番１号
三重県 鈴鹿市 ココカラファイン 伊船店 059-371-6190 三重県鈴鹿市伊船町字北下ノ割 ２１７７ー１
三重県 鈴鹿市 ココカラファイン 鈴鹿住吉店 059-375-5100 三重県鈴鹿市道伯町字市ノ縄 ２５０５
三重県 鈴鹿市 ココカラファイン 鈴鹿市役所前店 059-381-1311 三重県鈴鹿市神戸９ー１４ー６



三重県 鈴鹿市 ドン・キホーテ 鈴鹿店 059-380-1311 三重県鈴鹿市磯山４ー６ー１８
三重県 鈴鹿市 スギ薬局 鈴鹿中央通店 059-381-1050 三重県鈴鹿市三日市町９７６ー５
三重県 鈴鹿市 ウエルシア 鈴鹿桜島店 059-383-3311 三重県鈴鹿市桜島町 ４ー１０ー３
三重県 鈴鹿市 スギ薬局 白子店 059-380-5650 三重県鈴鹿市江島町 １９３番地１
三重県 鈴鹿市 クスリのアオキ 算所店 059-373-5615 三重県鈴鹿市算所 ２丁目７番２０号
三重県 鈴鹿市 クスリキリン堂 鈴鹿中央店 059-381-0391 三重県鈴鹿市西條町３６２ー１
三重県 鈴鹿市 ウエルシア 鈴鹿算所店 059-375-3560 三重県鈴鹿市算所一丁目 １９番１号
三重県 鈴鹿市 スギドラッグ 鈴鹿寺家店 059-373-6220 三重県鈴鹿市寺家町字新改 １５２１番地の１
三重県 名張市 ビューティーパートナーひまわり 0595-63-5146 三重県名張市元町３７６ イオン名張店１階
三重県 名張市 Ｐｒｉｅｒ 0595-65-6855 三重県名張市桔梗が丘 ３番町１ー６１
三重県 名張市 キリン堂薬店 夏見橋店 0595-62-1561 三重県名張市字上之出 ２４５２番地
三重県 名張市 スギ薬局 名張西店 0595-62-1071 三重県名張市瀬古口２２０ー３ 名張ガーデンプラザ内
三重県 亀山市 スギ薬局 みずほ台店 0595-84-1517 三重県亀山市田村町字西谷２番
三重県 亀山市 スギ薬局 亀山栄店 0595-84-3155 三重県亀山市栄町 １４８８番地の２１４
三重県 亀山市 クスリのアオキ 栄町店 0595-96-8228 三重県亀山市栄町萩野 １４８８番地２２３
三重県 亀山市 スギドラッグ 東御幸店 0595-96-8212 三重県亀山市東御幸町４２番地１
三重県 亀山市 スーパーセンターオークワ 亀山店 059-83-3751 三重県亀山市菅内町１３６９ー１
三重県 いなべ市 スギ薬局 北勢店 0594-82-1020 三重県いなべ市北勢町阿下喜 ３３２６番
三重県 志摩市 ココカラファイン 阿児店 0599-44-2131 三重県志摩市阿児町鵜方中之河内 ４８７３
三重県 伊賀市 みよしや 0595-23-3035 三重県伊賀市佐那具町９１５
三重県 伊賀市 スギ薬局 伊賀上野店 0595-26-6331 三重県伊賀市平野城北町９６番地
三重県 員弁郡東員町ＣＯＳＭＥＴＩＣＳ紅筆東員店 0594-84-6429 三重県員弁郡東員町大字長深字 築田５１０番地１
三重県 員弁郡東員町ジップドラッグ 東員店 0594-86-0251 三重県員弁郡東員町大字山田 字木乃倉２９３０ー１
三重県 三重郡菰野町化粧品のすみれ 059-396-3618 三重県三重郡菰野町竹成 ３５７１ー４
三重県 三重郡菰野町スギ薬局 菰野店 059-391-0530 三重県三重郡菰野町宿野 字神明田３６１ー１
三重県 三重郡菰野町ウエルシアイオンタウン菰野店 059-391-1389 三重県三重郡大字宿野字神明田 ３５７
三重県 三重郡朝日町オークワ 三重朝日インターＳＵＣ店 059-376-2032 三重県三重郡朝日町向陽台 ３丁目２番１

三重県 多気郡明和町スギ薬局 明和店 0596-55-6101
三重県多気郡明和町中村 １２７１ー１
ブライトガーデン明和内

三重県 多気郡明和町ジップドラッグ 有爾中店 0596-53-2577 三重県多気郡明和町有爾中 字高田２０６ー１
三重県 多気郡大台町ジップドラッグ 大台店 0598-84-0380 三重県多気郡大台町佐原６１０
三重県 度会郡玉城町スギ薬局 玉城店 0596-58-8272 三重県度会郡玉城町勝田橋上 ４７８２　スーパーグッディ内
三重県 北牟婁郡紀北町ジップドラッグ 紀伊長島店 0597-46-0121 三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区 東長島５８８
滋賀県 大津市 ドラッグユタカ　瀬田店 077-543-8528 滋賀県大津市大江３４ー１４
滋賀県 大津市 ドラッグユタカ　和邇店 077-594-4321 滋賀県大津市和邇今宿 ８３４ー３
滋賀県 大津市 ドラッグユタカ 大津市民病院前店 077-510-0622 滋賀県大津市竜が丘１番３号
滋賀県 大津市 クスリキリン堂 皇子山店 077-511-3690 滋賀県大津市大門通１６－４７
滋賀県 大津市 スギ薬局 瀬田店 077-548-3901 滋賀県大津市大萱１ー７ー１７
滋賀県 大津市 スギ薬局 衣川店 077-571-0468 滋賀県大津市衣川１ー３７ー２
滋賀県 大津市 スギ薬局 神領店 077-547-3830 滋賀県大津市神領２ー６１８
滋賀県 大津市 ジップドラッグ 膳所店 077-510-1624 滋賀県大津市本丸町３６ー１０
滋賀県 大津市 ドラッグユタカ　西大津店 077-524-1141 滋賀県大津市松山町９ー１５
滋賀県 大津市 ジップドラッグ 唐崎店 077-510-7112 滋賀県大津市見世２丁目 ２６６ー１
滋賀県 大津市 クスリキリン堂 堅田店 077-571-6510 滋賀県大津市本堅田 ５ー１１ー１１
滋賀県 大津市 スギ薬局 大津京駅前店 077-510-7377 滋賀県大津市皇子が丘２丁目 ８番５号
滋賀県 大津市 ドラッグユタカ フレンドタウン瀬田川店 077-547-3301 滋賀県大津市瀬田 １ー３１ー１



滋賀県 大津市 スギ薬局 堅田東店 077-571-1080 滋賀県大津市今堅田 ２ー２３ー５
滋賀県 大津市 スギドラッグ 石山店 077-526-5998 滋賀県大津市栄町 ６番２５号
滋賀県 大津市 ウエルシア 大津木の岡店 077-579-7731 滋賀県大津市木の岡町５１番１号
滋賀県 大津市 ドラッグユタカ ひえい辻店 077-577-1608 滋賀県大津市下阪本 六丁目１６番１６号
滋賀県 大津市 ドラッグユタカ　膳所店 077-510-2050 滋賀県大津市相模町４番３号
滋賀県 大津市 ドラッグユタカ南郷店 077-533-3677 滋賀県大津市千町 １ー２５ー１４
滋賀県 大津市 ウエルシア 大津唐崎店 077-577-1755 滋賀県大津市唐崎町１丁目 ２１ー９
滋賀県 大津市 イズミヤ 堅田店 077-571-1295 滋賀県大津市今堅田 ３ー１１ー１
滋賀県 大津市 平和堂 アルプラザ堅田 077-573-3111 滋賀県大津市本堅田 ５－２０－１０
滋賀県 大津市 平和堂 アルプラザ瀬田店 077-543-3111 滋賀県大津市月輪１ー３ー８
滋賀県 彦根市 キリン堂薬店 南彦根店 0749-21-3088 滋賀県彦根市西今町４３５－１
滋賀県 彦根市 ドラッグユタカ　彦根高宮店 0749-26-6966 滋賀県彦根市高宮町長田１６７９
滋賀県 彦根市 キリン堂薬店 彦根高宮店 0749-21-1275 滋賀県彦根市高宮町１６１３－３
滋賀県 彦根市 スギ薬局 彦根西今店 0749-21-3520 滋賀県彦根市西今町９５２ー３
滋賀県 彦根市 ドラッグユタカ彦根地蔵店 0749-27-1511 滋賀県彦根市地蔵町１８０ー３
滋賀県 彦根市 ドラッグユタカ彦根南店 0749-27-5150 滋賀県彦根市野瀬町字新海 １５４ー１
滋賀県 彦根市 ドラッグユタカ日夏店 0749-28-2814 滋賀県彦根市日夏町３６９６番
滋賀県 彦根市 クスリキリン堂 彦根後三条店 0749-21-3425 滋賀県彦根市後三条町６３１番地
滋賀県 彦根市 クスリのアオキ 西今店 0749-47-5535 滋賀県彦根市西今町３１４番地１
滋賀県 彦根市 スギドラッグ 彦根中央店 0749-49-2012 滋賀県彦根市和田町 ４７番地２
滋賀県 彦根市 平和堂 アルプラザ彦根店 0749-24-4111 滋賀県彦根市大東町２－１７
滋賀県 彦根市 ビバシティ　平和堂 0749-27-5573 滋賀県彦根市竹ケ鼻町 ４３ー１
滋賀県 長浜市 ドラッグユタカ　浅井店 0749-74-4125 滋賀県長浜市三田町１７４４ー１
滋賀県 長浜市 ドラッグユタカ　長浜八幡中山店 0749-64-5005 滋賀県長浜市八幡中山町 字上居屋町　５０３番
滋賀県 長浜市 クスリキリン堂 長浜高田店 0749-68-1553 滋賀県長浜市南高田町６ー１７
滋賀県 長浜市 スギドラッグ 長浜店 0749-53-3910 滋賀県長浜市分木町４番２９号
滋賀県 長浜市 クスリのアオキ 宮司店 0749-53-3690 滋賀県長浜市宮司町 ６７７番地
滋賀県 長浜市 ドラッグユタカ　長浜店 0749-65-2009 滋賀県長浜市平方町 ３７５番地４
滋賀県 長浜市 ドラッグユタカ　木之本店 0749-82-3223 滋賀県長浜市木之本町黒田 １０７５ー１
滋賀県 長浜市 平和堂 アルプラザ長浜 0749-65-7700 滋賀県長浜市小堀町４５０
滋賀県 近江八幡市 キリン堂薬店 近江八幡店 0748-31-0315 滋賀県近江八幡市鷹飼町北 １ー８ー３
滋賀県 近江八幡市 スギ薬局 アクア２１店 0748-38-8410 滋賀県近江八幡市鷹飼町１７９ ＡＱＵＡ２１内　１Ｆ
滋賀県 近江八幡市 ドラッグユタカ　近江八幡店 0748-34-7571 滋賀県近江八幡市桜宮町 ２００ー９
滋賀県 近江八幡市 スギ薬局 近江八幡店 0748-31-1151 滋賀県近江八幡市中村町 ４９番地１３
滋賀県 近江八幡市 ドラッグユタカ 近江八幡十王店 0748-31-3400 滋賀県近江八幡市十王町 ８６番４
滋賀県 近江八幡市 平和堂 アルプラザ近江八幡店 0748-31-2880 滋賀県近江八幡市桜宮町 ２０２－１
滋賀県 草津市 ワンズ フェリエ南草津店 077-566-7520 滋賀県草津市野路 １ー１７ー２
滋賀県 草津市 ドラッグユタカ　南草津店 077-564-1771 滋賀県草津市野路町字池之尻 ６９９－１
滋賀県 草津市 クスリキリン堂 南草津店 077-569-5766 滋賀県草津市野路町６８９－３
滋賀県 草津市 クスリキリン堂 草津追分店 077-569-4925 滋賀県草津市追分町６街区１
滋賀県 草津市 ドラッグユタカ　志津東草津店 077-566-2288 滋賀県草津市追分町１丁目 ３番３０号
滋賀県 草津市 ココカラファイン ガーデンシティ草津店 077-569-4868 滋賀県草津市大路１－１－１ ガーデンシティ草津２Ｆ
滋賀県 草津市 ジップドラッグ 駒井沢店 077-568-5052 滋賀県草津市駒井沢町７８番地
滋賀県 草津市 ドラッグユタカ新西草津店 077-566-0045 滋賀県草津市上笠２ー３３ー１２
滋賀県 草津市 ジップドラッグ 平井店 0775-66-7051 滋賀県草津市平井５－１７－１３
滋賀県 草津市 ドン・キホーテ 草津店 077-569-2411 滋賀県草津市木川町３１１－１



滋賀県 草津市 スギドラッグ 草津店 077-566-6915 滋賀県草津市草津町 １５２０番地１
滋賀県 草津市 平和堂 草津店 077-562-2755 滋賀県草津市大路１－１０－２７
滋賀県 草津市 平和堂 アルプラザ草津 0775-61-6353 滋賀県草津市西渋川 １－２３－３０
滋賀県 守山市 ドラッグユタカ　守山店 077-581-1631 滋賀県守山市古高町字福田３８４
滋賀県 守山市 キリン堂薬店 守山梅田店 077-581-3972 滋賀県守山市梅田町１１－１９
滋賀県 守山市 スギ薬局 守山店 077-514-1911 滋賀県守山市吉身３ー１４ー３０
滋賀県 守山市 クスリキリン堂 守山播磨田店 077-514-1526 滋賀県守山市播磨田町３０６３
滋賀県 守山市 クスリキリン堂 守山水保店 077-584-2577 滋賀県守山市水保町１２６７番
滋賀県 守山市 ウエルシア　滋賀守山店 077-514-0620 滋賀県守山市守山６丁目 １０ー３７
滋賀県 栗東市 クスリキリン堂 栗東店 077-554-7100 滋賀県栗東市霊仙寺 ３－２－２９
滋賀県 栗東市 ドラッグユタカ 栗東安養寺店 077-554-9335 滋賀県栗東市安養寺３丁目 １番３９号
滋賀県 栗東市 クスリのアオキ霊仙寺店 077-551-2333 滋賀県栗東市霊仙寺１丁目 ４番６号
滋賀県 栗東市 クスリのアオキ目川店 077-551-2820 滋賀県栗東市目川１４３３番
滋賀県 栗東市 ドラッグユタカ　栗東小柿店 077-551-2805 滋賀県栗東市小柿 六丁目４番２８号
滋賀県 栗東市 平和堂 アルプラザ栗東 077-551-6300 滋賀県栗東市綣２丁目３番２２号
滋賀県 甲賀市 ドラッグユタカ　水口店 0748-63-4810 滋賀県甲賀市水口町綾野２番２号
滋賀県 甲賀市 ココカラファイン 甲賀店 0748-88-9390 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場 ８０６
滋賀県 甲賀市 ドラッグユタカ　水口暁店 0748-63-1356 滋賀県甲賀市水口町暁 ５１３３
滋賀県 甲賀市 キリン堂薬店 水口店 0748-65-0063 滋賀県甲賀市水口町的場１０６
滋賀県 甲賀市 ドラッグユタカ甲南店 0748-86-0296 滋賀県甲賀市甲南町新治 字大明２０２７
滋賀県 甲賀市 クスリキリン堂 甲南町店 0748-86-8805 滋賀県甲賀市甲南町竜法師 ３３８ー３
滋賀県 甲賀市 平和堂 アルプラザ水口店 0748-62-9744 滋賀県甲賀市水口町綾野５６６
滋賀県 甲賀市 西友　水口店 0748-63-8144 滋賀県甲賀市水口町水口 ６０８４ー１
滋賀県 野洲市 クスリキリン堂 野洲店 077-586-8821 滋賀県野洲市久野部字堂ノ前 １４９－１
滋賀県 野洲市 スギ薬局 野洲店 077-518-1051 滋賀県野洲市小篠原 １９８０番地５
滋賀県 野洲市 ウエルシア　野洲小篠原店 077-518-0063 滋賀県野洲市小篠原１６１１ー１
滋賀県 野洲市 ドラッグユタカ野洲店 077-586-1160 滋賀県野洲市冨波乙８２８番
滋賀県 野洲市 平和堂 アルプラザ野洲 077-588-5500 滋賀県野洲市小篠原１０００番地 ＪＲ琵琶湖線野洲駅前通り
滋賀県 湖南市 スギ薬局 甲西店 0748-75-8520 滋賀県湖南市岩根３６７
滋賀県 湖南市 ドラッグユタカ 石部店 0748-77-8011 滋賀県湖南市石部中央 ６ー１ー３１
滋賀県 湖南市 ドラッグユタカ甲西中央店 0748-72-8271 滋賀県湖南市平松字八公田 ８５ー１
滋賀県 高島市 ドラッグユタカ　安曇川店 0740-32-4535 滋賀県高島市安曇川町西万木 ４２９
滋賀県 高島市 クスリキリン堂 近江今津店 0740-24-7144 滋賀県高島市今津町今津 １６７７ー１９
滋賀県 高島市 クスリキリン堂 安曇川店 0740-32-6222 滋賀県高島市安曇川町西万木 ２２１番地
滋賀県 高島市 平和堂 あどがわ店 0740-32-2411 滋賀県高島市安曇川町西万木５５
滋賀県 東近江市 ドラッグユタカ　八日市御園店 0748-24-2312 滋賀県東近江市岡田町１１８
滋賀県 東近江市 ドラッグユタカ　能登川店 0748-42-9991 滋賀県東近江市林町２３６ （店番１０１０９９）
滋賀県 東近江市 キリン堂薬店 東浜店 0748-24-9211 滋賀県東近江市八日市東浜町 ２ー２４
滋賀県 東近江市 ドラッグユタカ　八日市店 0748-22-2501 滋賀県東近江市東中野町 ３１３ー１
滋賀県 東近江市 スギドラッグ　八日市店 0748-43-2244 滋賀県東近江市八日市東本町 ６番４８号
滋賀県 東近江市 クスリのアオキ東近江幸町店 0748-20-2211 滋賀県東近江市幸町１番８号
滋賀県 東近江市 クスリのアオキ東沖野店 0748-36-1781 滋賀県東近江市東沖野 ５丁目１７番１号
滋賀県 東近江市 ウエルシア 東近江沖野店 0748-20-2650 滋賀県東近江市沖野 ４ー１ー６の１部
滋賀県 米原市 ドラッグユタカ　近江店 0749-52-5522 滋賀県米原市箕浦字桑ヶ田 ３６６番地３
滋賀県 蒲生郡日野町クスリキリン堂 日野店 0748-52-9094 滋賀県蒲生郡日野町松尾５丁目５
滋賀県 蒲生郡竜王町ドラッグユタカ　竜王店 0748-58-5330 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口 １６６４番地１



滋賀県 犬上郡豊郷町スギドラッグ 豊郷店 0749-35-0071 滋賀県犬上郡豊郷町沢２５０ー１ アストパワーセンター内
滋賀県 犬上郡甲良町ドラッグユタカ　甲良店 0749-38-5050 滋賀県犬上郡甲良町在士８０９
京都府 京都市北区 ドラッグひかり 北大路ビブレ店 075-492-2500 京都府京都市北区小山北上総町 ４９－１
京都府 京都市北区 ドラッグランドひかり 御薗橋店 075-494-2530 京都府京都市北区紫竹上堀川町 ２５－１
京都府 京都市北区 ドラッグひかり 白梅町店 075-467-8755 京都府京都市北区北野下白梅町 ５５－１
京都府 京都市北区 ココカラファイン 大宮今宮店 075-493-8928 京都府京都市北区紫竹西高縄町 ３５－２
京都府 京都市北区 ドラッグランドひかり 平野神社店 075-467-8912 京都府京都市北区平野上八丁柳町 ５４
京都府 京都市北区 ドラッグランドひかり 西賀茂店 075-496-1160 京都府京都市北区西賀茂大道口町 ８０－３
京都府 京都市北区 ドラッグユタカ　紫竹店 075-492-0015 京都府京都市北区紫竹西野山東町 １６番地１
京都府 京都市北区 ウエルシア 京都知恵光院店 075-417-0205 京都府京都市上京区天秤丸町 １９４
京都府 京都市北区  北大路ビブレ 075-491-8869 京都府京都市北区小山北上総町 ４９ー１
京都府 京都市北区 イズミヤ 白梅町店 075-465-8700 京都府京都市北区北野下白梅町 ６－１
京都府 京都市上京区ドラッグひかり 千本今出川店 075-417-3351 京都府京都市上京区千本通 寺之内下ル花車町４７０
京都府 京都市上京区ココカラファイン 大宮鞍馬口 075-441-5069 京都府京都市上京区大宮通 鞍馬口下ル筋違橋５６２
京都府 京都市上京区ココカラファイン 千本中立売店 075-467-9558 京都府京都市上京区七本松通 一条下ル三軒町６５番地の１
京都府 京都市上京区スギ薬局 千本店 075-417-0170 京都府京都市上京区千本通 下長者町上ル革堂前之町１１６
京都府 京都市左京区イズミヤ 高野店 075-721-2101 京都府京都市左京区 高野東開町１６
京都府 京都市左京区ドラッグひかり 東山二条店２ 075-761-7755 京都府京都市左京区東山二条西入 聖護院蓮華蔵町３１
京都府 京都市左京区ドラッグユタカ　一乗寺店 075-721-1411 京都府京都市左京区一乗寺高槻町 １８
京都府 京都市左京区ココカラファイン 出町柳店 075-724-4322 京都府京都市左京区田中下柳町 ３－１８

京都府 京都市左京区スギドラッグ下鴨店 075-354-5001
京都府京都市左京区 下鴨東森ヶ前町１２番地
イーグルコート下鴨テラス１階

京都府 京都市左京区イズミヤカナート洛北店 ＨＢＣ　ＳＴＯＲＥ 075-707-0700 京都府京都市左京区高野西開町 ３６ イズミヤカナート洛北Ｂ１Ｆ
京都府 京都市中京区ドラッグユタカ三条高倉店 075-229-6713 京都府京都市中京区三条通 高倉西入る菱屋町４３番地１
京都府 京都市中京区ドラックランドひかり 花園藤ノ木町店 075-813-2055 京都府京都市中京区 西ノ京藤ノ木町１１
京都府 京都市中京区ドラッグユタカ　烏丸三条店 075-212-7699 京都府京都市中京区烏丸通 姉小路下る場之町５９０
京都府 京都市中京区スギ薬局 円町店 075-813-7689 京都府京都市中京区西ノ京円町 ２９ー３

京都府 京都市中京区スギ薬局 四条大宮店 075-813-8320
京都府京都市中京区 壬生賀陽御所町３番地３
ドルミ四条大宮１Ｆ

京都府 京都市中京区スギ薬局 新京極店 075-254-1414
京都府京都市中京区 新京極六角下ル中筋町４９０番地
京極７２ビル

京都府 京都市中京区クスリキリン堂 三条御前店 075-813-5928 京都府京都市中京区 西ノ京東月光町９
京都府 京都市中京区薬マツモトキヨシ 京都新京極通店 075-241-6311 京都府京都市中京区新京極通 蛸薬師上ル東側町５０３番地１７

京都府 京都市中京区スギ薬局 京都市役所前店 075-256-8722
京都府京都市中京区河原町通二条 下る２丁目下丸屋町３９７番地
ＹＫＪビル１階

京都府 京都市中京区ココカラファイン 四条河原町店 075-257-7339 京都府京都市中京区河原町通四条 上る下大阪町３５３－１
京都府 京都市中京区ドラッグユタカ四条大宮店 075-813-3112 京都府京都市中京区四条通 大宮西入錦大宮町１１６－６

京都府 京都市中京区スギ薬局 寺町店 075-254-7118
京都府京都市中京区寺町通 三条下る永楽町２３４番地
ＳＫビル１階

京都府 京都市中京区ドラッグセガミ 東洞院店 075-253-6355 京都府京都市中京区阪東屋町 ６６６番
京都府 京都市中京区スギ薬局 二条店 075-813-1371 京都府京都市中京区西ノ京小堀町 １番地４
京都府 京都市中京区Ｂ．Ｂ．ＯＮ京都河原町ＯＰＡ店 075-253-6330 京都府京都市中京区河原町通 四条上るＢ１Ｆ
京都府 京都市中京区スギ薬局 四条河原町店 075-708-7441 京都府京都市中京区河原町通 蛸薬師下る塩屋町 ３４３番地１
京都府 京都市中京区薬マツモトキヨシ 京都三条河原町店 075-253-6117 京都府京都市中京区河原町通り 三条下る大黒町３２番地

京都府 京都市下京区ローソンひかり烏丸高辻 075-353-5533
京都府京都市下京区烏丸通 仏光寺下ル大政所町６８５番
京都四条烏丸ビル１Ｆ



京都府 京都市下京区コスメチック＆ビタミン　ポルタ店 ドラッグひかり）075-361-2022 京都府京都市下京区烏丸通 塩小路下る東塩小路町９０２
京都府 京都市下京区ココカラファイン 四条烏丸店 075-222-7330 京都府京都市下京区四条通 堺町東入立売中之町１００番地

京都府 京都市下京区ドラッグひかり 四条堀川店 075-257-5501
京都府京都市下京区四条通 油小路西入藤本寄町２６－１
朝日生命京都第二ビル１Ｆ

京都府 京都市下京区薬マツモトキヨシ 京都四条通り店 075-211-9566 京都府京都市下京区麩屋町通 四条下ル奈良物町３５９番地
京都府 京都市下京区薬マツモトキヨシ 京都駅八条口店 075-662-1021 京都府京都市下京区 東塩小路高倉町８ー３ アスティ京都１Ｆ
京都府 京都市下京区スギ薬局 西大路店 075-325-1251 京都府京都市下京区七条御所ノ内 本町９３番地
京都府 京都市下京区ヨドバシカメラ マルチメディア京都店 075-351-1010 京都府京都市下京区東塩小路町 ５９０番２
京都府 京都市下京区薬マツモトキヨシ 京都四条河原町店 075-253-6160 京都府京都市下京区四条通 小橋東入橋本町１０３ー２

京都府 京都市下京区ドラッグひかり 河原町寺町店 075-353-1022
京都府京都市下京区河原町通 松原下ル植松町３３番 河原町ＮＮ
Ｎビル１Ｆ

京都府 京都市下京区ココカラファイン 四条河原町西店 075-277-5247 京都府京都市下京区四条通寺町 東入二丁目御旅町４０番１
京都府 京都市下京区薬マツモトキヨシ 京都タワー店 075-353-5518 京都府京都市下京区烏丸七条下る 東塩小路町７２１番地の１

京都府 京都市下京区クスリキリン堂 四条烏丸京都本店 075-212-7333
京都府京都市下京区四条通柳馬場 西入立売中之町９０番地１お
よび ９０番地の３

京都府 京都市下京区ウエルシア薬局 京都丸井店 075-253-6405
京都府京都市下京区四条通河原町 東入真町６８番地
京都マルイＢ１

京都府 京都市南区 ジャパン 京都十条店 075-662-7272 京都府京都市南区西九条 西柳ノ内町６
京都府 京都市南区 ドラッグユタカ　久世店 075-922-7039 京都府京都市南区久世上久世町 ４４５－３
京都府 京都市南区 パルやまおか九条店 075-691-2043 京都府京都市南区唐橋琵琶町１１
京都府 京都市南区 薬マツモトキヨシ 洛南店 075-691-6066 京都府京都市南区吉祥院観音堂町 １９番
京都府 京都市右京区ドラッグランド　ひかり 嵯峨店 075-873-3188 京都府京都市右京区嵯峨中通町 ２３－５
京都府 京都市右京区クスリキリン堂 五条葛野店 075-323-4600 京都府京都市右京区西院月双町 ９８

京都府 京都市右京区ココカラファイン 京都五条店 075-326-2523
京都府京都市右京区西院追分町 ２５－１
イオンモール京都ハナＳＣ店

京都府 京都市右京区スギ薬局 梅津店 075-873-2132 京都府京都市右京区梅津徳丸町 ２番地
京都府 京都市右京区クスリキリン堂 新丸太町店 075-873-3581 京都府京都市右京区太秦北路町 １３－２

京都府 京都市右京区スギ薬局 西院店 075-325-2071
京都府京都市右京区西院東淳和院 町１番地１
アフレ西院ビル１Ｆ

京都府 京都市右京区スギ薬局 山之内店 075-325-3970 京都府京都市右京区山ノ内赤山町 １５番地
京都府 京都市右京区スギ薬局 梅津南広町店 075-863-4155 京都府京都市右京区梅津南広町 ９９ー１
京都府 京都市右京区ココカラファイン 京都ファミリー店 075-325-4104 京都府京都市右京区山ノ内 池尻町１ー１　京都ファミリー内 １Ｆ
京都府 京都市右京区ココカラファイン 五条西小路店 075-275-9571 京都府京都市右京区 西院六反田３３ ミリオンタウン１Ｆ
京都府 京都市右京区スギドラッグ 西大路五条店 075-874-3313 京都府京都市右京区西院東中水町 １４番地西大路市営住宅１階
京都府 京都市右京区スギドラッグ常盤店 075-366-3400 京都府京都市右京区常盤馬塚町 １５番地１
京都府 京都市伏見区ドラッグユタカ　桃山南店 075-602-1181 京都府京都市伏見区桃山町養斉 １６－３５
京都府 京都市伏見区クスリキリン堂 くいな橋店 075-646-3391 京都府京都市伏見区竹田久保町 ６１－１
京都府 京都市伏見区ドラッグユタカ　伏見深草店 075-645-7272 京都府京都市伏見区深草新門丈町 ２５５
京都府 京都市伏見区クスリキリン堂 羽束師店 075-925-0865 京都府京都市伏見区羽束師志水町 １８２－１
京都府 京都市伏見区ドラッグユタカ　醍醐店 075-574-1222 京都府京都市伏見区 醍醐南里町１２
京都府 京都市伏見区スギ薬局 醍醐店 075-575-2467 京都府京都市伏見区醍醐川久保町 ４８
京都府 京都市伏見区クスリキリン堂 醍醐店 075-575-3003 京都府京都市伏見区醍醐和泉町 ４６－１
京都府 京都市伏見区ドラッグユタカ　伏見西浦店 075-641-0008 京都府京都市伏見区深草西浦町 ５丁目４５番地３
京都府 京都市伏見区ウエルシア 伏見小栗栖店 075-575-2790 京都府京都市伏見区小栗栖森本町 ６ー１
京都府 京都市伏見区平和堂 アルプラザ醍醐 075-575-6123 京都府京都市伏見区醍醐高畑町 １－３７
京都府 京都市伏見区イズミヤ 六地蔵店 075-623-0666 京都府京都市伏見区桃山町西尾 １２－１



京都府 京都市山科区西友　山科店 075-592-9770 京都府京都市山科区音羽野田町１
京都府 京都市山科区ジャパン 山科店 075-595-6620 京都府京都市山科区西野離宮町 １２ー２
京都府 京都市山科区ドラッグユタカ　山科北花山店 075-583-6033 京都府京都市山科区北花山中道町 ２３番地
京都府 京都市山科区ドラッグユタカ　山科西野店 075-501-4688 京都府京都市山科区西野櫃川町 ４０－３
京都府 京都市山科区ドラッグユタカ　山科店 075-595-3080 京都府京都市山科区 竹鼻竹ノ街道町７３
京都府 京都市山科区ドラッグひかり 西野山店 075-501-1007 京都府京都市山科区 西野山射庭ノ上町３０１ ＶＩＡ３０１

京都府 京都市山科区スギ薬局 山科椥辻店 075-582-9551
京都府京都市山科区椥辻西潰 ２０番地１
阪急オアシス山科店内

京都府 京都市西京区デイリーカナートイズミヤ 桂坂店 075-333-8660 京都府京都市西京区御陵大枝山町 ５－２７－５

京都府 京都市西京区ドラッグひかり ラクセーヌ店 075-332-6680
京都府京都市西京区 大原野西境谷町２丁目５番８号
ラクセ－ヌ内１Ｆ

京都府 京都市西京区薬マツモトキヨシ ミュー桂店 075-382-2750 京都府京都市西京区桂野里町 １７番地
京都府 京都市西京区ドラッグユタカ桂店 075-393-9700 京都府京都市西京区御陵溝浦町 １９番１
京都府 京都市西京区ドラッグユタカ上桂店 0753-82-1123 京都府京都市西京区上桂北ノ口町 ５４番地
京都府 京都市西京区スギ薬局 上桂山田口店 075-963-5081 京都府京都市西京区松尾木ノ曽町 ４７番地３
京都府 京都市西京区クスリキリン堂 牛ケ瀬店 075-382-4584 京都府京都市西京区牛ケ瀬堂田町 １番地
京都府 福知山市 ウエルシア 福知山荒河東店 0773-24-6058 京都府福知山市荒河東町１９７
京都府 福知山市 ドラッグユタカ福知山厚中店 0773-24-2267 京都府福知山市厚中町１６６番地
京都府 福知山市 ドラッグユタカ　フレスポ福知山店 0773-23-3214 京都府福知山市字篠尾 １１５番地７
京都府 福知山市 ゴダイドラッグ 福知山荒河店 0773-25-2885 京都府福知山市荒河東町１２７
京都府 福知山市 ウエルシア 福知山昭和新町店 0773-25-3033 京都府福知山市昭和新町７３
京都府 舞鶴市 ジャパン ニューファミリー舞鶴店 0773-63-0018 京都府舞鶴市森４６８
京都府 舞鶴市 佐々木薬局 0773-63-5445 京都府舞鶴市字溝尻小字浜田 １５０－３５
京都府 舞鶴市 ドラッグ　ささき 0773-78-3888 京都府舞鶴市字伊佐津 ２００－１７
京都府 舞鶴市 ドラッグユタカ　東舞鶴店 0773-64-7110 京都府舞鶴市南浜町９街区７
京都府 舞鶴市 ゴダイドラッグ 西舞鶴店 0773-78-1055 京都府舞鶴市境谷４８
京都府 舞鶴市 ドラッグユタカ　西舞鶴伊佐津店 0773-78-1710 京都府舞鶴市伊佐津小字 大長瀬５５番地１
京都府 舞鶴市 エ－ル 東舞鶴店 0773-66-0097 京都府舞鶴市南浜町１２番地８
京都府 綾部市 ウエルシア 綾部宮代店 0773-40-2266 京都府綾部市宮代町宮ノ下 １２－１
京都府 綾部市 ゴダイドラッグ 綾部店 0773-40-2345 京都府綾部市大島町畠田１０ー４
京都府 宇治市 クスリキリン堂 宇治広野店 0774-41-3115 京都府宇治市広野町桐生谷２７
京都府 宇治市 クスリキリン堂 宇治木幡店 0774-38-2744 京都府宇治市木幡正中４６番
京都府 宇治市 スギ薬局 ベルファ宇治店 0774-28-3511 京都府宇治市槙島町清水４８
京都府 宇治市 ドラッグユタカ宇治店 0774-20-2979 京都府宇治市宇治桶ノ尻７９－１
京都府 宇治市 ドラッグユタカ　宇治御蔵山店 0774-32-3708 京都府宇治市木幡平尾４
京都府 宇治市 クスリキリン堂 木幡池店 0774-38-1344 京都府宇治市木幡熊小路 ３８－３３
京都府 宇治市 ドラッグユタカ　宇治伊勢田店 0774-43-6608 京都府宇治市伊勢田町中ノ田５０
京都府 宇治市 ドラッグユタカ槙島店 0774-21-7822 京都府宇治市槙島町本屋敷 １１番２
京都府 宇治市 ＭＥＧＡドン・キホーテ 宇治店 0774-41-4411 京都府宇治市伊勢田町浮面６０
京都府 宇治市 スギドラッグ 宇治店 0774-28-4181 京都府宇治市宇治弐番 ７８番地１
京都府 宇治市 ウエルシア 宇治伊勢田店 0774-41-1260 京都府宇治市伊勢田町若林 ５７番地
京都府 宇治市 平和堂 アルプラザ宇治東店 0774-31-2559 京都府宇治市菟道平町２８－１
京都府 亀岡市 スギ薬局 馬堀店 0771-29-5534 京都府亀岡市篠町馬堀伊賀の辻 ８ー５
京都府 亀岡市 ドラッグユタカ　亀岡中央店 0771-22-5009 京都府亀岡市古世町２－１３５
京都府 亀岡市 ドラッグユタカ千代川店 0771-24-5088 京都府亀岡市千代川町小川１丁目 ２－６
京都府 亀岡市 平和堂 アルプラザ亀岡 0771-22-9919 京都府亀岡市篠町野条上又 １１番地の１



京都府 城陽市 クスリキリン堂 城陽店 0774-57-5533 京都府城陽市寺田町新池８２－１
京都府 城陽市 平和堂 アルプラザ城陽 0774-56-2600 京都府城陽市富野荒見田１１２
京都府 城陽市 イズミヤ 大久保店 07745-2-5500 京都府城陽市平川室木８５
京都府 向日市 ドラッグユタカ向日森本店 075-933-3266 京都府向日市森本町高田１１番地
京都府 向日市 ドラッグユタカ　東向日店 075-924-5507 京都府向日市寺戸町向畑６１番
京都府 長岡京市 サーバ 長岡京滝ノ町店 075-958-2570 京都府長岡京市滝ノ町１－１－７
京都府 長岡京市 スギドラッグ 長岡天神店 075-955-1116 京都府長岡京市天神 １丁目１番地５２号
京都府 長岡京市 ドラッグユタカ長岡馬場店 075-956-5333 京都府長岡京市馬場図所２２ー１
京都府 長岡京市 イズミヤ 長岡店 075-953-5801 京都府長岡京市開田４丁目 ７番１号
京都府 八幡市 ドラッグユタカ　男山店 075-983-0032 京都府八幡市男山松里１５－５
京都府 八幡市 クスリキリン堂 八幡店 075-972-0267 京都府八幡市八幡源氏垣外 ４４－１
京都府 八幡市 クスリキリン堂 男山泉店 075-972-3511 京都府八幡市男山泉４番地
京都府 八幡市 スギ薬局 八幡男山店 075-971-3417 京都府八幡市八幡中ノ山 １９４ー１
京都府 八幡市 イズミヤ 八幡店 075-971-1285 京都府八幡市八幡一ノ坪２３－１
京都府 京田辺市 ドラッグユタカ　三山木店 0774-64-0139 京都府京田辺市三山木西荒木 ８番地
京都府 京田辺市 ドラッグユタカ　京田辺店 0774-64-4966 京都府京田辺市河原受田２７－１
京都府 京田辺市 薬マツモトキヨシ 京田辺店 0774-63-6101 京都府京田辺市田辺中央 １ー６ー２
京都府 京田辺市 クスリキリン堂 三山木店 0774-64-6009 京都府京田辺市三山木上谷浦 ３１番地
京都府 京田辺市 平和堂 アルプラザ京田辺 0774-64-1217 京都府京田辺市田辺明田６０
京都府 京丹後市 ゴダイ薬局 久美浜店 0772-82-4011 京都府京丹後市久美浜町２６２
京都府 京丹後市 ゴダイドラッグ 大宮店 0772-68-3351 京都府京丹後市大宮町周枳 ２０６２ー１
京都府 京丹後市 ゴダイドラッグ 網野店 0772-79-2650 京都府京丹後市網野町網野 ６１ー４
京都府 京丹後市 ゴダイドラッグ 峰山新町店 0772-62-3303 京都府京丹後市峰山町新町 ２４６２ー２
京都府 南丹市 ドラッグユタカ 園部店 0771-68-1123 京都府南丹市園部町上木崎町四辻 １５番１
京都府 木津川市 ウエルシア 木津川山田川駅前店 0774-75-1135 京都府木津川市相楽城西２６ー２
京都府 木津川市 ウエルシアイオン高の原店 0774-71-8648 京都府木津川市相楽台１ー１ー１ イオン高の原ＳＣ内　２階
京都府 木津川市 ウエルシア 木津川州見台店 0774-75-2565 京都府木津川市州見台 ８丁目４ー１２
京都府 木津川市 スギドラッグ 梅美台店 0774-39-8527 京都府木津川市梅美台 ８丁目１番５
京都府 木津川市 平和堂 アルプラザ木津 0774-71-5800 京都府木津川市相楽城西１５番地
京都府 相楽郡精華町ドラッグユタカ　祝園店 0774-93-3446 京都府相楽郡精華町祝園西 １ー１ー３
京都府 相楽郡精華町ウエルシア相楽精華台店 0774-95-9090 京都府相楽郡精華町精華台 ３ー１２ー３
京都府 与謝郡与謝野町ゴダイドラッグ 加悦店 0772-44-1020 京都府与謝郡与謝野町明石 ８１３ー１
京都府 与謝郡与謝野町ゴダイドラッグ 岩滝店 0772-46-1505 京都府与謝郡与謝野町男山 １４２ー１
京都府 与謝郡与謝野町ゴダイドラッグ 野田川店 0772-44-2105 京都府与謝郡与謝野町上山田 ６８４
大阪府 大阪市都島区ジャパン 都島店 06-6924-8851 大阪府大阪市都島区友渕町 ３丁目５番９号
大阪府 大阪市都島区クスリキリン堂 エルフ都島東店 06-6928-8100 大阪府大阪市都島区都島北通 １ー２３ー９
大阪府 大阪市都島区スギドラッグ 毛馬店 06-6926-2008 大阪府大阪市都島区毛馬町２丁目 １０番１号
大阪府 大阪市都島区スギ薬局 都島北通店 06-6924-8055 大阪府大阪市都島区都島北通 １ー７ー１２
大阪府 大阪市都島区スギ薬局 都島友渕店 06-4253-3955 大阪府大阪市都島区友渕町 ２丁目１５番２４号
大阪府 大阪市都島区薬マツモトキヨシ ベルファ都島店 06-6924-8677 大阪府大阪市都島区友渕町 ２ー１３ー３４
大阪府 大阪市都島区薬マツモトキヨシ 京橋駅前店 06-6242-8830 大阪府大阪市都島区片町 ２ー４ー１４
大阪府 大阪市都島区キリン堂 都島本通店 06-6924-5031 大阪府大阪市都島区都島本通 １丁目５ー２０
大阪府 大阪市都島区ウエルシア 都島友渕店 06-6924-7601 大阪府大阪市都島区友渕町 ２ー１０ー１７
大阪府 大阪市此花区薬マツモトキヨシ ユニバーサルシティウォーク大阪店06-6460-1062 大阪府大阪市此花区島屋 ６ー２ー６１
大阪府 大阪市西区 堀江薬局 06-6531-7197 大阪府大阪市西区北堀江 １ー１１ー１
大阪府 大阪市西区 スギ薬局 九条店 06-6586-5145 大阪府大阪市西区九条２丁目 ７番１５号



大阪府 大阪市西区 スギドラッグ 四ツ橋店 06-4394-7825 大阪府大阪市西区新町 １丁目４番２４号 大阪四ツ橋新町ビル
大阪府 大阪市西区 薬マツモトキヨシ 九条店 06-6585-2808 大阪府大阪市西区九条 １丁目１１番１３号
大阪府 大阪市港区 ジャパン 港・波除店 06-6583-6666 大阪府大阪市港区波除１ー４ー９
大阪府 大阪市港区 ＭＥＧＡドン・キホーテ弁天町店 06-6571-3810 大阪府大阪市港区弁天町 ３ー１３ー１
大阪府 大阪市港区 ドラッグセガミ 市岡店 06-6575-1731 大阪府大阪市港区市岡２丁目 ４ー２５
大阪府 大阪市港区 ドラッグセガミ 弁天町店 06-6572-5391 大阪府大阪市港区弁天１丁目 ３ー３　クロスシティ３Ｆ
大阪府 大阪市港区 スギドラッグ波除店 06-6626-9365 大阪府大阪市港区波除 １丁目４番２６号

大阪府 大阪市大正区スギ薬局 千島店 06-6563-9873
大阪府大阪市大正区千島三丁目 ４番２号
ＣＯＺＹＣＨＩＳＨＩＭＡ１階

大阪府 大阪市天王寺区美スギ天王寺店 06-6772-5272 大阪府大阪市天王寺区堀越町 アベノ地下街７号
大阪府 大阪市天王寺区コクミン 天王寺ミオ店 06-6770-1177 大阪府大阪市天王寺区悲田院町 １０ー３９　天王寺ミオ１１２
大阪府 大阪市天王寺区ドラッグセガミ 上本町店 06-6770-1922 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町 ６ー３３

大阪府 大阪市天王寺区スギドラッグ 天王寺細工谷店 06-6105-2680
大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町 ２番２２号
ＶＩＴＡ　ＭＯＭＯＹＡＭＡ１階

大阪府 大阪市浪速区ジャパン 桜川店 06-4392-2700 大阪府大阪市浪速区桜川 ３ー１ー１８
大阪府 大阪市浪速区ＭＥＧＡドン・キホーテ新世界店 06-6630-9511 大阪府大阪市浪速区恵美須東 ３ー４ー３６
大阪府 大阪市浪速区スギ薬局 通天閣店 06-6630-1511 大阪府大阪市浪速区恵比須東 ２ー２ー１０ スカイコート恵比須１Ｆ
大阪府 大阪市浪速区スギ薬局 日本橋五丁目店 06-6567-8110 大阪府大阪市浪速区日本橋 五丁目７番１０号 山田ビル１階
大阪府 大阪市西淀川区ドラッグセガミ 大和田店 06-6475-4447 大阪府大阪市西淀川区大和田 ２ー２ー４３
大阪府 大阪市西淀川区パワードラッグ　ワンズ 千船店 06-6478-7712 大阪府大阪市西淀川区佃 ２ー２ー３３ （阪神千船駅前高架下）

大阪府
大阪市西淀
川区

スギ薬局 姫島店 06-6476-3380 大阪府大阪市西淀川区姫島 ５ー１６ー４７

大阪府 大阪市西淀川区スギ薬局 塚本店 06-6476-5751
大阪府大阪市西淀川区柏里 ２丁目６番１７号
ローズマンション１階

大阪府 大阪市西淀川区ウエルシア 西淀川野里店 06-6476-5258 大阪府大阪市西淀川区野里 １丁目５番５号
大阪府 大阪市西淀川区スギ薬局福町店 06-6379-3500 大阪府大阪市西淀川区福町三丁目 １番１６号

大阪府 大阪市西淀川区スギドラッグ歌島店 06-6195-2695
大阪府大阪市西淀川区歌島 ２丁目２番１２号
西淀マンション１階

大阪府 大阪市西淀川区イズミヤ イズミヤスーパーセンター福町店 06-6473-1238 大阪府大阪市西淀川区福町 ３丁目２番１５号

大阪府 大阪市東淀川区セガミメディックス　 ドラッグセガミ南江口店 06-6326-5339
大阪府大阪市東淀川区南江口 １ー３ー３
関西スーパー南江口店内

大阪府 大阪市東淀川区クスリキリン堂 東淀川豊新店 06-6990-0841 大阪府大阪市東淀川区豊新１丁目 ５番２３号
大阪府 大阪市東淀川区薬マツモトキヨシ キリンド淡路店 06-6990-6010 大阪府大阪市東淀川区淡路 ４丁目１９番１４号
大阪府 大阪市東淀川区薬マツモトキヨシ かみしんプラザ店 06-6990-5021 大阪府大阪市東淀川区大隅 １丁目６番１２号
大阪府 大阪市東淀川区ウエルシア 東淀川東淡路店 06-6160-0777 大阪府大阪市東淀川区東淡路 １丁目７ー１７
大阪府 大阪市東成区美栄本店 06-6972-6001 大阪府大阪市東成区東小橋３丁目 １７－１０
大阪府 大阪市東成区サン薬局 06-6972-3848 大阪府大阪市東成区中本３丁目 １５－８
大阪府 大阪市東成区ウエルシア 東成深江南店 06-6978-5050 大阪府大阪市東成区深江南 １丁目１ー１１
大阪府 大阪市東成区スギドラッグ 森ノ宮店 06-6224-7026 大阪府大阪市東成区中本２丁目 １番１３号
大阪府 大阪市東成区ＭＥＧＡドン・キホーテ 深江橋店 06-6977-4211 大阪府大阪市東成区深江北 １ー１３
大阪府 大阪市東成区スギドラッグ 東今里店 06-6977-0610 大阪府大阪市東成区東今里 二丁目７番２８号
大阪府 大阪市生野区ジャパン 生野店 06-6756-0808 大阪府大阪市生野区巽北 ４ー４ー２７
大阪府 大阪市生野区クスリキリン堂 エルフ　たつみ店 06-6758-4411 大阪府大阪市生野区巽東 ３ー１ー１１
大阪府 大阪市生野区ＤＳ　サーバ 生野巽中店 06-4306-8993 大阪府大阪市生野区巽中 １ー１２ー２０
大阪府 大阪市生野区ウエルシア 生野巽北店 06-6754-1361 大阪府大阪市生野区巽北 ４ー２ー１０
大阪府 大阪市生野区スギドラッグ 巽中店 06-4309-7606 大阪府大阪市生野区巽中 ３丁目　３番１０号



大阪府 大阪市生野区ウエルシア 生野巽南店 06-4303-7830 大阪府大阪市生野区巽南 ５ー５０ー１
大阪府 大阪市生野区薬マツモトキヨシ 桃谷店 06-6715-3777 大阪府大阪市生野区桃谷 １ー１２ー１７
大阪府 大阪市生野区サーバ 生野林寺店 06-4300-9033 大阪府大阪市生野区林寺 ５ー１１ー１３
大阪府 大阪市旭区 ココカラファイン 関目高殿店 06-4254-7733 大阪府大阪市旭区高殿 ４ー２２ー２６
大阪府 大阪市旭区 ココカラファイン 旭高殿店 06-6958-7377 大阪府大阪市旭区高殿４丁目 １４番５号

大阪府 大阪市旭区 スギドラッグ 高殿店 06-6167-5656
大阪府大阪市旭区高殿 ４丁目１番６号
阪急オアシス高殿店　２階

大阪府 大阪市旭区 ドラッグストアマツモトキヨシ 新森店 06-6958-6004 大阪府大阪市旭区新森２丁目 １７番１４号
大阪府 大阪市旭区 スギ薬局　生江店 06-6180-6112 大阪府大阪市旭区生江 一丁目３番２号
大阪府 大阪市城東区江綿キリンド　城東店 06-6932-1231 大阪府大阪市城東区今福西 １ー８ー７
大阪府 大阪市城東区ドラッグセガミ 関目店 06-6180-2350 大阪府大阪市城東区関目 ３ー９ー３１
大阪府 大阪市城東区スギ薬局 蒲生店 06-6930-9500 大阪府大阪市城東区今福西１丁目 ９ー１
大阪府 大阪市城東区ドラッグセガミ 野江店 06-6180-0260 大阪府大阪市城東区中央 ２ー１５ー１
大阪府 大阪市城東区スギ薬局 城東東中浜店 06-6964-1005 大阪府大阪市城東区東中浜５丁目 ７番７号
大阪府 大阪市城東区サーバ 城東古市店 06-6786-2951 大阪府大阪市城東区古市 １ー４ー２６
大阪府 大阪市城東区スギドラッグ 城東古市店 06-6167-8107 大阪府大阪市城東区古市 ３丁目７番２１号
大阪府 大阪市城東区スギ薬局 関目店 06-4255-8201 大阪府大阪市城東区成育２丁目 １４番８号

大阪府 大阪市城東区スギドラッグ 関目駅前店 06-6786-5800
大阪府大阪市城東区関目５丁目 １２番２７号
グランシャレー関目　１階

大阪府 大阪市阿倍野区セガミ薬局 あべのベルタ店 06-6635-3250
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 ３丁目１０ー１ー１００ あべのベ
ルタ地下２Ｆ

大阪府 大阪市阿倍野区スギ薬局 林寺店 06-6710-3780 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北 ３ー１１ー４
大阪府 大阪市阿倍野区スギ薬局 昭和町店 06-4399-5061 大阪府大阪市阿倍野区阪南町 ２丁目４番１号
大阪府 大阪市阿倍野区スギ薬局 あべの店 06-4399-3267 大阪府大阪市阿倍野区三明町 ２丁目１番４号 阪急ファミリースト

大阪府 大阪市阿倍野区薬マツモトキヨシ あべのキューズタウン店 06-6636-1577
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 １丁目６番１号 ヴィアあべの
ウォーク１０１区画

大阪府 大阪市阿倍野区ココカラファイン ｅｋｉｍｏ天王寺店 06-6622-8135
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 １丁目１ー４８ー７ ｅｋｉｍｏ天王寺
ＷＥＳＴゾーン

大阪府 大阪市阿倍野区スギ薬局 西田辺店 06-6607-7710 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町 二丁目１１番１６号

大阪府 大阪市阿倍野区ドラッグストアマツモトキヨシ 帝塚山店 06-4399-3001
大阪府大阪市阿倍野区万代 １丁目６番５号
サンハイム帝塚山１階

大阪府 大阪市阿倍野区ココカラファイン アベノセンタービル店 06-6647-4150
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 １ー５ー３６
アベノセンタービル１階

大阪府 大阪市阿倍野区ココカラファイン 昭和町店 06-6629-3161 大阪府大阪市阿倍野区阪南町 ２丁目６ー１
大阪府 大阪市阿倍野区イトーヨーカドー あべの店 06-6643-1111 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 １－６－１
大阪府 大阪市住吉区ココカラファイン 我孫子店 06-6697-8803 大阪府大阪市住吉区苅田 ７ー７ー２
大阪府 大阪市住吉区ウエルシア 住吉南住吉店 06-6608-6670 大阪府大阪市住吉区南住吉 １ー１９ー２０
大阪府 大阪市住吉区スギ薬局 あびこ東店 06-4700-3356 大阪府大阪市住吉区我孫子東 １ー９ー６
大阪府 大阪市住吉区ココカラファイン あびこ駅前店 06-6696-8183 大阪府大阪市住吉区我孫子東 ２ー６ー８　ルナ我孫子１Ｆ
大阪府 大阪市住吉区ココカラファイン 住吉苅田店 066-696-3300 大阪府大阪市住吉区苅田３丁目 ３－２８
大阪府 大阪市住吉区スギドラッグ 住吉苅田店 06-4703-3422 大阪府大阪市住吉区苅田 ５丁目１３番５号
大阪府 大阪市住吉区スギ薬局　南住吉店 06-6115-7817 大阪府大阪市住吉区南住吉 ３丁目１３番１号
大阪府 大阪市住吉区スギドラッグ あびこ駅前店 06-6115-6167 大阪府大阪市住吉区我孫子東 ３丁目１番１号 泰清ビル１階
大阪府 大阪市住吉区スギドラッグ 長居店 06-6615-8207 大阪府大阪市住吉区長居 ２ー１０ー３１
大阪府 大阪市東住吉区ジャパン 針中野店 06-6702-4343 大阪府大阪市東住吉区今川 ８ー２ー１５
大阪府 大阪市東住吉区ライフォート 杭全店 06-6719-5901 大阪府大阪市東住吉区杭全 ５ー１１ー１



大阪府 大阪市東住吉区ドラッグセガミ 今川店 06-6702-5619 大阪府大阪市東住吉区西今川 ２町目１２ー１４
大阪府 大阪市東住吉区スギドラッグ 鷹合店 06-6607-3301 大阪府大阪市東住吉区鷹合１丁目 １３番６号
大阪府 大阪市東住吉区スギドラッグ 長居公園通店 06-4703-5602 大阪府大阪市東住吉区矢田 １丁目１６番１２号
大阪府 大阪市西成区ジャパン 津守店 06-6659-3700 大阪府大阪市西成区南津守 ５ー１ー２
大阪府 大阪市西成区デイリーカナートイズミヤ 天下茶屋店 06-6656-0432 大阪府大阪市西成区岸里１丁目 １番９５号
大阪府 大阪市淀川区タマヤ福重商店 06-6301-5275 大阪府大阪市淀川区十三本町 １－１３－１５
大阪府 大阪市淀川区ジャパン 東三国店 06-6391-8989 大阪府大阪市淀川区東三国 ２ー３６ー１
大阪府 大阪市淀川区ジャパン 十三店 06-6303-6969 大阪府大阪市淀川区十三本町 ３ー４ー３０
大阪府 大阪市淀川区ドラッグセガミ阪急 阪急三国店 06-4807-2330 大阪府大阪市淀川区三国本町 ３ー３７ー３５

大阪府 大阪市淀川区スギドラッグ 東三国駅前店 06-6398-5011
大阪府大阪市淀川区宮原 ２丁目１３番１３号
デュオン新大阪レジデンス１０１

大阪府 大阪市淀川区スギ薬局 新大阪宮原店 06-6398-5227 大阪府大阪市淀川区宮原 四丁目４番４８号
大阪府 大阪市淀川区クスリキリン堂 新大阪宮原店 06-4807-8600 大阪府大阪市淀川区宮原 ４丁目２番２１号
大阪府 大阪市淀川区スギドラッグ 三国駅前店 06-6151-3136 大阪府大阪市淀川区西三国 ４丁目８番１９号 三国ビル１階
大阪府 大阪市鶴見区サーバ 鶴見諸口店 06-6914-2292 大阪府大阪市鶴見区諸口３丁目 １ー５
大阪府 大阪市鶴見区スギ薬局 今福鶴見店 06-6914-2026 大阪府大阪市鶴見区鶴見 ３ー６ー１６
大阪府 大阪市鶴見区スギ薬局 スギドラッグ鶴見焼野店 06-6914-2527 大阪府大阪市鶴見区焼野２丁目 １ー１

大阪府 大阪市鶴見区ココカラファインイオンモール鶴見緑地店 06-4257-3077
大阪府大阪市鶴見区鶴見４丁目 １７ー１　イオンモール 鶴見リー
ファＳＣ１階

大阪府 大阪市鶴見区薬マツモトキヨシ 放出店 06-4258-8755 大阪府大阪市鶴見区今津南 １丁目８ー５
大阪府 大阪市住之江区ジャパン 住之江北島店 06-6682-4499 大阪府大阪市住之江区新北島 ７ー４ー１
大阪府 大阪市住之江区ライフォート 南港店 06-4703-0831 大阪府大阪市住之江区南港中 ３ー２ー６８
大阪府 大阪市住之江区スギ薬局 東加賀屋店 06-4702-6035 大阪府大阪市住之江区東加賀屋 １丁目１ー２３
大阪府 大阪市住之江区ココカラファイン 南海住之江店 06-4701-8766 大阪府大阪市住之江区西住之江 １ー１ー３１　ショップ南海１Ｆ
大阪府 大阪市住之江区ドラッグストアマツモトキヨシ 住之江公園駅前店06-4702-6020 大阪府大阪市住之江区新北島 １丁目５番１号 コーニッシュビル１Ｆ
大阪府 大阪市住之江区ウエルシア 住之江新北島店 06-4702-6866 大阪府大阪市住之江区新北島 ３ー６ー４
大阪府 大阪市住之江区スギドラッグ粉浜西店 06-6115-8163 大阪府大阪市住之江区粉浜西 ３ー１ー１２
大阪府 大阪市平野区ジャパン 平野加美店 06-6793-1900 大阪府大阪市平野区加美東 １ー１３
大阪府 大阪市平野区サーバ 平野西脇店 06-6769-7371 大阪府大阪市平野区西脇 １丁目　１６番１４号
大阪府 大阪市平野区ココカラファイン 長原東店 06-6769-5726 大阪府大阪市平野区長吉長原東 ２丁目　３番３１号
大阪府 大阪市平野区キリン堂薬店喜連瓜破店 06-6769-4130 大阪府大阪市平野区喜連西６丁目 ２ー６５
大阪府 大阪市平野区スギ薬局 瓜破店 06-4302-3061 大阪府大阪市平野区瓜破 １ー６ー１１
大阪府 大阪市平野区スギ薬局 出戸店 06-6760-7101 大阪府大阪市平野区長吉長原西 １ー３ー２６
大阪府 大阪市平野区クスリキリン堂 平野南店 06-6760-5844 大阪府大阪市平野区平野南 １ー１ー１１
大阪府 大阪市平野区スギドラッグ 平野店 06-6795-1066 大阪府大阪市平野区平野東１丁目 ７番２５号　サンエー平野店２Ｆ
大阪府 大阪市平野区スギ薬局 喜連西店 06-6760-6023 大阪府大阪市平野区喜連西 ２丁目１１番３７号
大阪府 大阪市平野区スギドラッグ 加美中店 06-6777-6135 大阪府大阪市平野区加美鞍作 １丁目１０番３７号
大阪府 大阪市平野区イズミヤ 平野店 06-6792-5331 大阪府大阪市平野区平野宮町 １丁目６番２ー１０１号
大阪府 大阪市北区 カマダ薬局 06-6351-7291 大阪府大阪市北区天神橋 ３ー６ー１５
大阪府 大阪市北区 プチシヤン　美スギ 06-6373-0446 大阪府大阪市北区茶屋町 梅田地下街１ー５
大阪府 大阪市北区 共栄ドラッグストア 阪急三番街店 06-6372-0348 大阪府大阪市北区芝田１－１－３
大阪府 大阪市北区 メロディ薬店 06-6374-0357 大阪府大阪市北区中津 １ー１７ー１２ー１０５

大阪府 大阪市北区 ＢＥＢＩＲＴＨ　美スギ 06-6312-4158
大阪府大阪市北区曽根崎２丁目 梅田地下街５ー５ ホワイティ梅田
ｍｉｋｋｅ

大阪府 大阪市北区 Ｃｏｓｍｅ　Ｇａｒｄｅｎ 06-6348-4617
大阪府大阪市北区梅田１丁目
大阪駅前 ダイヤモンド地下街３番



大阪府 大阪市北区 ＣＯＨＲＯ　ｅｐｒｏ 06-6344-8589
大阪府大阪市北区梅田１丁目 １０番１号梅田ＤＴタワーＢ２Ｆ ディ
アモールフィオレ内

大阪府 大阪市北区 岡松化粧品店 06-6372-5872 大阪府大阪市北区黒崎町９－６

大阪府 大阪市北区 阪神ドラックストア　梅田地下店 06-6363-3113
大阪府大阪市北区曽根崎２丁目 梅田地下街５ー５ ホワイティ梅田
ｍｉｋｋｅ

大阪府 大阪市北区 ココカラファイン 阪急三番街店 06-6372-0054 大阪府大阪市北区芝田１ー１ー３
大阪府 大阪市北区 薬マツモトキヨシ クロスト大阪駅店 06-6344-5861 大阪府大阪市北区梅田３ー１ー１
大阪府 大阪市北区 スギ薬局 南森町店 06-6136-0100 大阪府大阪市北区天神橋２丁目 北２ー２６
大阪府 大阪市北区 スギ薬局 扇町店 06-4801-8658 大阪府大阪市北区天神橋 ３ー８ー２３　コア扇町１Ｆ
大阪府 大阪市北区 マツモトキヨシ Ｈ＆Ｂ　Ｐｌａｃｅ　ルクア大阪店 06-6347-1018 大阪府大阪市北区梅田３ー１ー３ ルクアＢ１Ｆ００３
大阪府 大阪市北区 ココカラファイン 梅田店 06-6292-5377 大阪府大阪市北区角田町 ８ー６

大阪府 大阪市北区 ココカラファイン グランフロント大阪店 06-6359-1270
大阪府大阪市北区大深町３番１号 グランフロント大阪ショップ ＆レ
ストラン北館地下１階

大阪府 大阪市北区 ヨドバシカメラ マルチメディア梅田店 06-4802-1010 大阪府大阪市北区大深町 １ー１　１Ｆ
大阪府 大阪市北区 ドン・キホーテ 梅田店 06-6360-6121 大阪府大阪市北区小松原町 ４ー１６号
大阪府 大阪市北区 スギ薬局 梅田店 06-6376-5601 大阪府大阪市北区芝田一丁目 １番２３号
大阪府 大阪市中央区大阪中央ドラッグ 06-4704-8068 大阪府大阪市中央区南船場 ３ー６ー５ー２０
大阪府 大阪市中央区ワカノウラ薬局 06-6252-1515 大阪府大阪市中央区南船場 ３ー５ー１７
大阪府 大阪市中央区阪神薬局　南地下店 06-6213-0290 大阪府大阪市中央区難波２丁目 なんばウォーク１ー１号
大阪府 大阪市中央区ＭＡＫＥ　ＤＯ　２３８ 06-6648-1508 大阪府大阪市中央区千日前２丁目 １０ー１ エスカールナンバ１階
大阪府 大阪市中央区なんばＣＩＴＹ美スギ 06-6644-2635 大阪府大阪市中央区難波５丁目 １番６０号 ナンバシティ地下１階
大阪府 大阪市中央区阪神薬局　道修町店 06-6222-0743 大阪府大阪市中央区道修町２丁目 ２ー１３
大阪府 大阪市中央区三木梅薬局 06-6211-5228 大阪府大阪市中央区道頓堀 ２ー１ー８
大阪府 大阪市中央区美スギ　天満橋店 06-6910-6077 大阪府大阪市中央区天満橋京町 １－１
大阪府 大阪市中央区阪神薬局　本町中央店 06-6262-0646 大阪府大阪市中央区安土町 ３－４－８東光ビル１階
大阪府 大阪市中央区＠ｃｏｓｍｅ　ｓｔｏｒｅ ＴＳＵＴＡＹＡ　ＥＢＩＳＵＢＡＳＨＩ店06-6214-6265 大阪府大阪市中央区道頓堀 １ー８ー１９　３Ｆ
大阪府 大阪市中央区ココカラファイン 戎橋店 06-4396-7130 大阪府大阪市中央区難波３丁目 ７番３号
大阪府 大阪市中央区薬マツモトキヨシ 心斎橋店 06-6213-5621 大阪府大阪市中央区心斎橋筋 ２ー１ー２１
大阪府 大阪市中央区ココカラファイン 心斎橋本店 06-6258-9411 大阪府大阪市中央区南船場 ３ー７ー２７
大阪府 大阪市中央区ココカラファイン なんば店 06-6635-0643 大阪府大阪市中央区難波 ３ー７ー４
大阪府 大阪市中央区スギドラッグ 道頓堀東店 06-6484-2645 大阪府大阪市中央区道頓堀 １丁目２番１号 ＤＯ　ＢＯＸ１０３号
大阪府 大阪市中央区スギ薬局 谷町四丁目店 06-4790-7061 大阪府大阪市中央区内本町 １丁目１番５号 プラスサンビル１階
大阪府 大阪市中央区スギ薬局 堺筋本町店 06-4705-3014 大阪府大阪市中央区本町 １ー５ー６ 大阪山甚ビル１階
大阪府 大阪市中央区スギドラッグ 北久宝寺店 06-6260-7230 大阪府大阪市中央区北久宝寺町 １ー９ー１
大阪府 大阪市中央区スギ薬局 瓦町一丁目店 06-6222-8851 大阪府大阪市中央区瓦町一丁目 ６番１０号　ＪＰビル１階
大阪府 大阪市中央区薬マツモトキヨシ ビエラ森ノ宮店 06-6910-1340 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央 １丁目１番３０号 ビエラ森ノ宮１０
大阪府 大阪市中央区スギドラッグ 戎橋筋店 06-4395-5757 大阪府大阪市中央区難波 ３丁目５ー１ ナンバ一番ビル１階
大阪府 大阪市中央区スギドラッグ 瓦屋町店 06-4305-7861 大阪府大阪市中央区瓦屋町 ２ー１１ー１６
大阪府 大阪市中央区ツルハドラッグ 千日前店 06-6630-8268 大阪府大阪市中央区千日前 ２丁目１１ー１
大阪府 大阪市中央区クスリキリン堂　北心斎橋店 06-6121-4506 大阪府大阪市中央区博労町 ３丁目３番７号

大阪府 大阪市中央区ココカラファイン 天満橋店 06-7220-4240
大阪府大阪市中央区谷町１丁目 ２番５号　地下鉄天満橋駅 北中
階コンコース北

大阪府 大阪市中央区クスリキリン堂 堺筋本町店 06-4705-0198 大阪府大阪市中央区安土町 １丁目７番１３号
大阪府 大阪市中央区薬マツモトキヨシ 道頓堀法善寺店 06-6484-0030 大阪府大阪市中央区道頓堀 １丁目７番５号
大阪府 大阪市中央区ツルハドラッグ 心斎橋中央店 06-6214-3268 大阪府大阪市中央区心斎橋筋 ２丁目１ー１９
大阪府 大阪市中央区薬マツモトキヨシ 道頓堀千日前店 06-6484-2035 大阪府大阪市中央区千日前 １丁目７番１５号



大阪府 大阪市中央区クスリキリン堂 ｅｋｉｍｏなんば店 06-7507-1204 大阪府大阪市中央区難波 １丁目９番７号８
大阪府 大阪市中央区薬マツモトキヨシ 心斎橋南店 06-6211-6307 大阪府大阪市中央区心斎橋筋 ２丁目５番５号
大阪府 大阪市中央区ウエルシア 大阪本町店 06-4705-3475 大阪府大阪市中央区本町 ２丁目３ー１４
大阪府 大阪市中央区ドン・キホーテ 道頓堀店 064-708-1411 大阪府大阪市中央区宗右衛門町 ７ー１３
大阪府 堺市堺区 ジャパン 堺浜寺店 072-266-8383 大阪府堺市堺区神石市之町 ９ー２９
大阪府 堺市堺区 ココカラファイン 堺駅前店 072-282-6105 大阪府堺市堺区戎島町 ２ー６３ー１
大阪府 堺市堺区 ココカラファイン 南海堺店 072-226-5770 大阪府堺市堺区戎島町 ３ー２２ー１ プラットプラット内１階
大阪府 堺市堺区 ドラッグストアサーバ 堺旭ヶ丘北店 072-280-0030 大阪府堺市堺区旭ケ丘北町 １ー１ー２２
大阪府 堺市堺区 ウエルシア 堺砂道店 072-227-6550 大阪府堺市堺区砂道町２丁１ー９
大阪府 堺市堺区 スギ薬局 大仙店 072-280-1036 大阪府堺市堺区大仙西町６丁 １８４ー３
大阪府 堺市堺区 ライフォート 三国ヶ丘店 072-228-3122 大阪府堺市堺区向陵西町 １ー２ー１
大阪府 堺市堺区 スギドラッグ 堺東雲店 072-275-6050 大阪府堺市堺区東雲西町 三丁６番２５号
大阪府 堺市堺区 イズミヤ 阪和堺店 072-229-2323 大阪府堺市堺区田出井町 １番１ー１００
大阪府 堺市中区 深井べにや 072-278-1748 大阪府堺市中区土師町３ー７ー３
大阪府 堺市中区 ウエルシア 堺深井東店 072-277-2201 大阪府堺市中区深井東町３０１３
大阪府 堺市中区 ココカラファイン ジョイパーク泉ヶ丘店 072-295-7010 大阪府堺市中区三原台１丁目 １ー１　ジョイパーク泉ヶ丘１階
大阪府 堺市中区 スギ薬局 堺福田店 072-230-3558 大阪府堺市中区福田８６７
大阪府 堺市中区 スギ薬局 堺深井店 072-276-6651 大阪府堺市中区八田北町４７５
大阪府 堺市中区 ウエルシア堺深井水池店 072-276-3751 大阪府堺市中区深井水池町 ３０９４
大阪府 堺市中区 スギドラッグ 堺大野芝店 072-247-5661 大阪府堺市中区大野芝町２３ー１
大阪府 堺市中区 イズミヤ 泉北店 072-270-7305 大阪府堺市中区小阪２７０番地
大阪府 堺市東区 サーバ 堺北野田店 072-230-5065 大阪府堺市東区北野田８８０
大阪府 堺市東区 ウエルシア 堺草尾店 072-284-8018 大阪府堺市東区草尾６３３番地５
大阪府 堺市東区 ウエルシア堺日置荘西町店 072-288-1550 大阪府堺市東区日置荘西町 ２丁１９番２２号
大阪府 堺市西区 ドラッグ　デポ 072-260-2820 大阪府堺市西区上４４１ー１
大阪府 堺市西区 ココカラファイン 上野芝楽市店 072-276-6581 大阪府堺市西区上野芝町 ２ー７ー３　西友楽市上野芝店
大阪府 堺市西区 クスリ　キリン堂 萬崎菱木店 072-271-1301 大阪府堺市西区菱木 １ー２２３３ー４
大阪府 堺市西区 ココカラファイン 鳳南店 072-273-5780 大阪府堺市西区鳳南町１丁目 ８－１
大阪府 堺市西区 ウエルシア堺上野芝店 072-278-3517 大阪府堺市西区上野芝向ヶ丘町 ６丁目６番４３号
大阪府 堺市西区 ウエルシア 堺鳳中町店 072-268-4451 大阪府堺市西区鳳中町 ７丁目３ー２
大阪府 堺市西区 イトーヨーカドー 津久野店 072-266-7700 大阪府堺市西区下田町２０ー１
大阪府 堺市西区 イトーヨーカドー 鳳店 072-274-4111 大阪府堺市西区鳳南町 ３丁目１９９番１２号
大阪府 堺市南区 ウエルシア 堺原山台店 072-297-1290 大阪府堺市南区原山台 ５ー１７ー１
大阪府 堺市南区 ウエルシア 堺大庭寺１号店 072-295-7191 大阪府堺市南区大庭寺７９３ー４
大阪府 堺市南区 クスリキリン堂 土佐屋台店 072-230-1355 大阪府堺市南区深阪南１４４
大阪府 堺市南区 ウエルシア 堺大庭寺２号店 072-289-8101 大阪府堺市南区大庭寺８６９ー１
大阪府 堺市南区 ウエルシア堺泉田中店 072-295-7855 大阪府堺市南区泉田中１６４番

大阪府 堺市北区 ＭＡＳＡＹＡ　カラースタジオイオンモール堺北花田店072-246-5105
大阪府堺市北区東浅香山 ４ー１ー１２
イオンモール 堺北花田店

大阪府 堺市北区 ライフォート 長曽根店 072-255-9909 大阪府堺市北区黒土町 ３００４ー５
大阪府 堺市北区 クスリキリン堂 北花田店 072-250-7451 大阪府堺市北区奥本町２ー１０
大阪府 堺市北区 ウエルシア 堺百舌鳥梅町店 072-253-7040 大阪府堺市北区百舌鳥梅町１丁 ７番地１
大阪府 堺市北区 キリン堂薬店 三国ヶ丘店 072-240-1081 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町 ２丁目７３ー１
大阪府 堺市北区 スギ薬局 中百舌鳥店 072-240-3282 大阪府堺市北区金岡町 １１８２ー９８
大阪府 堺市北区 ウエルシア 堺北花田店 072-246-7276 大阪府堺市北区北花田町３丁 １８番１４号
大阪府 堺市北区 ウエルシア 堺長曽根店 072-254-6255 大阪府堺市北区長曾根町 １２０７ー４



大阪府 堺市北区 ドラッグスギ 堺長曽根店 072-240-0253 大阪府堺市北区長曾根町 ３０４３番地４
大阪府 堺市北区 薬マツモトキヨシ アプロ浅香山店 072-240-1203 大阪府堺市北区東浅香山町 １丁目２４１番地
大阪府 堺市北区 クスリ　キリン堂 フレスポしんかな店 072-240-2770 大阪府堺市北区新金岡町５丁目 １番１号
大阪府 堺市北区 スギドラッグ 北花田店 072-269-4547 大阪府堺市北区北花田町 １丁目４番地
大阪府 堺市美原区 ウエルシア 堺美原店 072-363-9300 大阪府堺市美原区黒山１１ー１
大阪府 堺市美原区 スギ薬局 堺美原店 072-369-2101 大阪府堺市美原区北余部 ４７０ー１
大阪府 堺市美原区 ウエルシア 堺南余部店 072-369-2500 大阪府堺市美原区南余部 １９２ー１
大阪府 岸和田市 化粧品店ローズ 0724-37-7656 大阪府岸和田市春木若松町 ２１－１ラパーク岸和田内
大阪府 岸和田市 ココカラファイン 岸和田西ノ内店 072-448-7707 大阪府岸和田市西之内町 ５６ー４８
大阪府 岸和田市 ＭＥＧＡドン・キホーテ岸和田店 072-430-0511 大阪府岸和田市春木若松町 ５５５ー１
大阪府 岸和田市 ウエルシア 岸和田三田店 0724-43-0756 大阪府岸和田市三田町１５５ー１
大阪府 岸和田市 キリン堂 岸和田野田店 072-430-5325 大阪府岸和田市野田町 ２ー３ー１３
大阪府 岸和田市 ドラッグセガミ 南海岸和田店 072-436-8201 大阪府岸和田市野田町１丁目 ７ー２５　ショップ南海岸和田
大阪府 岸和田市 キリン堂 荒木店 072-448-6388 大阪府岸和田市荒木町２丁目 ７ー３２

大阪府 岸和田市 薬マツモトキヨシ 岸和田ベイサイドモール店 072-436-9419
大阪府岸和田市港緑町２ー１ 岸和田カンカンベイサイドモール ＥＡ
ＳＴ１階

大阪府 岸和田市 スギ薬局 岸和田北店 072-448-6036 大阪府岸和田市箕土路町 １ー１０ー３８
大阪府 岸和田市 ウエルシア アクロスプラザ東岸和田店 072-493-3361 大阪府岸和田市土生町 ４－２－１
大阪府 岸和田市 スギ薬局 岸和田山直店 072-440-2501 大阪府岸和田市三田町 １２ー１
大阪府 岸和田市 スギ薬局　岸和田駅前通店 072-493-2511 大阪府岸和田市宮本町２番７号 福板屋ビル１階
大阪府 岸和田市 ウエルシア岸和田加守店 072-430-6026 大阪府岸和田市加守町 １丁目１番３０号
大阪府 岸和田市 スギドラッグ 岸和田上松店 072-479-5600 大阪府岸和田市上松町 ３丁目５番９号
大阪府 岸和田市 ウエルシア岸和田尾生店 072-448-5710 大阪府岸和田市尾生町 ６丁目８ー５２
大阪府 岸和田市 ウエルシア岸和田西之内店 072-448-6056 大阪府岸和田市西之内 ５００ー他３筆
大阪府 豊中市 ユニカムドラッグ 西泉丘店 06-6867-6185 大阪府豊中市西泉丘３丁目 １ー２５
大阪府 豊中市 サンパティオハヤシヤ 06-6336-0318 大阪府豊中市庄内西町 ３－１－５　サンパティオ内
大阪府 豊中市 ユニカムドラッグ 少路店 06-6843-8571 大阪府豊中市少路１丁目 １４ー１
大阪府 豊中市 ジャパン 豊中庄内店 06-6336-6655 大阪府豊中市庄内西町 ４ー１ー３０
大阪府 豊中市 ジャパン 熊野店 066-850-8131 大阪府豊中市熊野町４ー１ー３１
大阪府 豊中市 クスリキリン堂 千中上新田店 06-6872-4488 大阪府豊中市上新田 ２丁目２４番４５号
大阪府 豊中市 サ－バ 豊中島江店 06-4867-5800 大阪府豊中市島江町 １ー１ー２２
大阪府 豊中市 スギ薬局 豊中春日店 06-6840-7871 大阪府豊中市春日町４丁目 １番３５号
大阪府 豊中市 ココカラファイン 服部店 06-6862-8044 大阪府豊中市服部西町３ー５ー８
大阪府 豊中市 シースリー豊中エトレ店 06-4865-5811 大阪府豊中市玉井町 １ー１ー１ー２１５ エトレ豊中２Ｆ

大阪府 豊中市 スギ薬局 服部西店 06-6867-1650
大阪府豊中市服部豊町２丁目 １５番１７号
阪急オアシス　服部西店内

大阪府 豊中市 スギ薬局 豊中庄内店 06-6335-0067 大阪府豊中市庄内幸町五丁目 ９番１２号
大阪府 豊中市 スギ薬局 東豊中店 06-4865-5591 大阪府豊中市東豊中５ー３１ー１
大阪府 豊中市 スギドラッグ 西緑丘店 06-6152-7577 大阪府豊中市西緑丘二丁目 ８番５号
大阪府 豊中市 ココカラファイン 豊中豊南店 06-6335-0575 大阪府豊中市豊南町東 ３ー１ー２０
大阪府 豊中市 スギドラッグ 豊中小曽根店 06-6152-6201 大阪府豊中市浜二丁目 １７番５号
大阪府 豊中市 薬マツモトキヨシ 豊中庄内店 06-6335-3510 大阪府豊中市庄内西町３丁目 １番５号サンパティオビル１階
大阪府 池田市 ジャパン 池田木部店 072-754-2200 大阪府池田市木部町１４６ー１
大阪府 池田市 ジャパン 池田鉢塚店 072-762-8585 大阪府池田市鉢塚１ー９ー１２
大阪府 池田市 ライフォート 池田旭丘店 072-760-5888 大阪府池田市旭丘１ー２ー３
大阪府 池田市 薬マツモトキヨシ 阪急石橋駅前店 072-763-4500 大阪府池田市石橋１ー８ー７



大阪府 吹田市 ドラッグストア　美スギ 06-6871-0362 大阪府吹田市津雲台１ー１ー３０ トナリエ南千里
大阪府 吹田市 ジャパン 吹田店 06-6876-2111 大阪府吹田市山田南５２ー５
大阪府 吹田市 キリン堂薬店 吹田山田店 06-6875-6623 大阪府吹田市山田西２丁目 ２０ー４
大阪府 吹田市 ココカラファイン 江坂店 06-6310-6836 大阪府吹田市豊津町１０ー３４
大阪府 吹田市 サーバ 吹田末広店 06-4860-4700 大阪府吹田市末広町２０ー１９
大阪府 吹田市 ドラッグセガミ デュー阪急山田店 06-6836-6223 大阪府吹田市山田西４ー１ー２
大阪府 吹田市 クスリキリン堂 江坂店 06-6368-8080 大阪府吹田市広芝町９ー１８
大阪府 吹田市 ドラッグセガミ 岸辺店 06-6318-0178 大阪府吹田市岸部南１ー２ー５
大阪府 吹田市 スギドラッグ 千里丘店 06-6816-7167 大阪府吹田市長野東８ー２
大阪府 吹田市 スギ薬局 千里山店 06-6310-9777 大阪府吹田市千里山松が丘 ２６ー１２ メゾンリラ千里山１階
大阪府 吹田市 コスメデルアップ 江坂西店 06-6190-5543 大阪府吹田市江の木町１番３５号
大阪府 吹田市 スギ薬局 江坂垂水町店 06-6310-8531 大阪府吹田市垂水町３丁目 ９番１０号　白川ビル１階
大阪府 吹田市 スギドラッグ 岸部店 06-6310-7505 大阪府吹田市原町４丁目 ２１番５８号
大阪府 吹田市 スギ薬局 吹田金田店 06-6192-7020 大阪府吹田市金田町 ２８ー１０
大阪府 吹田市 スギ薬局 吹田清水店 06-6816-7102 大阪府吹田市清水１２ー１３
大阪府 吹田市 スギ薬局 佐井寺店 06-4861-3051 大阪府吹田市佐井寺３丁目 ２０番３２号

大阪府 吹田市 スギドラッグ 千里山竹園店 06-6310-8025
大阪府吹田市千里山竹園 １丁目１番１号
阪急オアシス千里山竹園店内

大阪府 吹田市 スギドラッグ 南千里店 06-6310-7885
大阪府吹田市千里山竹園２丁目 １７番３５号　ノア・インドア ステー
ジ南千里１階

大阪府 吹田市 薬マツモトキヨシ ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店 06-4864-8280 大阪府吹田市千里万博公園 ２ー１　１階Ｉゾーン１０２３０
大阪府 吹田市 スギドラッグ 南千里駅前店 06-6170-9801 大阪府吹田市佐竹台 一丁目４番１号
大阪府 吹田市 クスリ　キリン堂 豊津店 06-6192-7035 大阪府吹田市垂水町２丁目 ２番地３１

大阪府 吹田市 スギドラッグ 豊津店 06-6105-9938
大阪府吹田市垂水町２丁目 ４番３７号　ＦＬＡＴ３４豊津 豊津振興ビ
ル１階

大阪府 吹田市 イズミヤ 千里丘店 06-6380-7141 大阪府吹田市山田南１番１号
大阪府 泉大津市 化粧品の店　タケヤ 0725-22-9515 大阪府泉大津市旭町１８－３ いずみおおつＣＩＴＹ内
大阪府 泉大津市 ジャパン 泉大津店 0725-31-4919 大阪府泉大津市昭和町４ー１３
大阪府 泉大津市 ウエルシア 泉大津寿店 0725-32-4177 大阪府泉大津市寿町８ー３０
大阪府 泉大津市 ウエルシア 泉大津我孫子店 072-558-7022 大阪府泉大津市我孫子 １丁目２番３７号
大阪府 泉大津市 スギドラッグ 泉大津店 0725-20-0785 大阪府泉大津市松之浜町 ２ー１ー８
大阪府 高槻市 化粧品店　タカハシ 072-674-4327 大阪府高槻市登町１６－１０
大阪府 高槻市 ジャパン 高槻下田部店 072-670-5566 大阪府高槻市下田部町 １ー２９ー１
大阪府 高槻市 キリン堂薬店 氷室店 072-697-7373 大阪府高槻市氷室町 ４ー１ー１２
大阪府 高槻市 キリン堂 高槻西真上店 072-686-1088 大阪府高槻市西真上 １ー２８ー２５
大阪府 高槻市 キリン堂薬店 高槻野田店 072-662-3940 大阪府高槻市野田１丁目 ２４ー１０号
大阪府 高槻市 スギドラッグ 高槻店 072-686-3700 大阪府高槻市北園町１８ー５
大阪府 高槻市 スギドラッグ 高槻西冠店 072-662-6636 大阪府高槻市西冠２丁目 ２番１号
大阪府 高槻市 ライフォート 高槻浦堂店 072-687-3375 大阪府高槻市浦堂２丁目２９ー３
大阪府 高槻市 サーバ 高槻三箇牧店 072-679-1034 大阪府高槻市三箇牧１丁目 １６ー２
大阪府 高槻市 ウエルシア 高槻高西店 072-676-8878 大阪府高槻市高西町６ー７
大阪府 高槻市 薬マツモトキヨシ 高槻駅前グリーンプラザ店 072-686-0630 大阪府高槻市紺屋町１ー１ グリーンプラザたかつき １号館２Ｆ
大阪府 貝塚市 スギ薬局 貝塚半田店 072-420-0671 大阪府貝塚市半田６０４ー１
大阪府 貝塚市 ウエルシア貝塚半田店 072-428-1570 大阪府貝塚市半田５４４番地
大阪府 貝塚市 ウエルシア シェルピア貝塚店 0724-29-0221 大阪府貝塚市近木１４４７
大阪府 貝塚市 ウエルシア貝塚清児店 072-421-2015 大阪府貝塚市清児５０４



大阪府 守口市 ＭＡＳＡＹＡ　カラースタジオイオンモール大日店06-6906-8338 大阪府守口市大日東町１ー１８ イオン大日ショッピングＣ１Ｆ
大阪府 守口市 サーバ 守口佐太中町店 06-6916-2033 大阪府守口市佐太中町 ６丁目２２ー１
大阪府 守口市 ドン・キホーテ 大日店 06-6916-7751 大阪府守口市八雲東町 １ー２１ー１８
大阪府 守口市 ライフォート 橋波店 06-4250-3571 大阪府守口市橋波東之町４丁目 ９ー５
大阪府 守口市 クスリキリン堂 エルフ守口店 06-4252-1216 大阪府守口市大久保町 ３ー３４ー１４

大阪府 守口市 ドラッグスギ 守口ジャガータウン店 06-6780-2170
大阪府守口市佐太東町２丁目 ６番１４号
ジャガータウングリーン内

大阪府 守口市 ドラッグセガミ 京阪守口駅前店 06-6997-7039 大阪府守口市桜町７ー１１
大阪府 守口市 スギドラッグ 守口寺方店 06-6992-0855 大阪府守口市寺方元町４丁目 ４番１０号
大阪府 枚方市 ジャパン 牧野店 072-855-5552 大阪府枚方市上島町１３ー１５
大阪府 枚方市 キリン堂薬店 長尾店 072-866-6620 大阪府枚方市長尾元町２丁目 １９ー１
大阪府 枚方市 ドラッグユタカ　くずは店 072-866-7539 大阪府枚方市西船橋２丁目５ー１
大阪府 枚方市 ライフォート 枚方招提店 072-864-5431 大阪府枚方市招提南町２丁目 １４番１号
大阪府 枚方市 ココカラファイン 東香里店 072-860-1400 大阪府枚方市東香里３丁目 ２９３５ー１
大阪府 枚方市 キリン堂薬店 茄子作店 072-860-1577 大阪府枚方市茄子作東町 ４０ー４０
大阪府 枚方市 クスリキリン堂 枚方招提店 072-864-0091 大阪府枚方市養父東町５２番５号
大阪府 枚方市 クスリキリン堂 枚方山之上店 072-841-8455 大阪府枚方市山之上２丁目 ２１ー２０
大阪府 枚方市 ドラッグスギ 枚方甲斐田店 072-805-5056 大阪府枚方市甲斐田新町８番１号 ミドリ枚方店１階
大阪府 枚方市 クスリキリン堂 都丘店 072-848-3137 大阪府枚方市都丘町１番２３号
大阪府 枚方市 ドラッグユタカ 西招提店 072-864-0131 大阪府枚方市西招提町 １２５０番１
大阪府 枚方市 平和堂 アルプラザ枚方 072-896-1100 大阪府枚方市津田元町１ー４ー１
大阪府 枚方市 イズミヤ 枚方店 072-898-7051 大阪府枚方市禁野本町１丁目 ８７１番地
大阪府 枚方市 イズミヤ 楠葉店 072-856-0800 大阪府枚方市楠葉花園町１５ー１
大阪府 茨木市 クスリキリン堂　沢良宜店 072-630-3618 大阪府茨木市沢良宜浜２丁目 １番６号
大阪府 茨木市 キリン堂エルフ エルフ茨木畑田店 072-626-8488 大阪府茨木市畑田町５ー６
大阪府 茨木市 スギドラッグ 鮎川店 072-630-6015 大阪府茨木市鮎川４ー１ー１０
大阪府 茨木市 ドラッグユタカ ガーデンモール彩都店 072-643-7580 大阪府茨木市彩都あさぎ１丁目 ２番１号
大阪府 茨木市 スギドラッグ 総持寺店 072-631-3170 大阪府茨木市総持寺駅前町 ５ー３１
大阪府 茨木市 スギ薬局 茨木水尾店 072-636-8166 大阪府茨木市水尾１丁目１６ー７
大阪府 茨木市 スギ薬局 茨木駅前通り店 072-665-5231 大阪府茨木市駅前四丁目 ２番２８号
大阪府 茨木市 キリン堂　茨木太田店 072-631-8090 大阪府茨木市太田 １丁目１番２０号
大阪府 茨木市 スギドラッグ 茨木上穂積店 072-646-8615 大阪府茨木市上穂積 ２丁目１番４４号
大阪府 茨木市 平和堂 アルプラザ茨木 072-640-5000 大阪府茨木市上郡２丁目 １２番８号
大阪府 八尾市 おしゃれハウス遊・Ｙｏｕ 072-941-5931 大阪府八尾市恩智中町１丁目７９
大阪府 八尾市 かもじやリノアス店 072-997-1200 大阪府八尾市光町２ー６０ リノアス１Ｆ
大阪府 八尾市 ジャパン 八尾木の本店 072-992-8484 大阪府八尾市木の本１ー２
大阪府 八尾市 ココカラファイン志紀西店 072-920-5233 大阪府八尾市志紀町１ー１５２
大阪府 八尾市 Ｃｏｓｍｅ　ｄｅ　ｌｕ－ｕｐ Ａｒｉｏ　八尾店 072-999-7212 大阪府八尾市光町２丁目３番 アリオモール２Ｆ２２７区
大阪府 八尾市 ドラッグセガミ 旭ヶ丘店 0729-24-5605 大阪府八尾市旭ケ丘５ー４ー３
大阪府 八尾市 キリン堂薬店 八尾高安店 0729-92-9130 大阪府八尾市山本高安町 １ー１ー５８
大阪府 八尾市 ライフォート 八尾南店 0729-20-1093 大阪府八尾市沼４丁目１５１番地
大阪府 八尾市 ライフォート 八尾水越店 0729-40-5780 大阪府八尾市水越１丁目 １２２番地
大阪府 八尾市 ココカラファイン 八尾高美店 0729-25-3671 大阪府八尾市高美町１ー１ー６
大阪府 八尾市 ココカラファイン 萱振店 072-925-3625 大阪府八尾市萱振町７ー２０ー１
大阪府 八尾市 ドラッグセガミ 八尾北本町店 072-929-2210 大阪府八尾市北本町３ー８ー２７
大阪府 八尾市 サーバ 八尾跡部北店 0729-25-5570 大阪府八尾市跡部北の町２丁目 ２ー１５



大阪府 八尾市 ドラッグストア　ライフォート 高安店 072-923-0969 大阪府八尾市高安町北１丁目 ８３ー１
大阪府 八尾市 ウエルシア 八尾青山店 072-924-8112 大阪府八尾市青山町４丁目 ５番１２号
大阪府 八尾市 スギドラッグ 八尾福万寺店 072-920-4616 大阪府八尾市福万寺町 １丁目９４番地１
大阪府 八尾市 ウエルシア八尾上尾店 072-928-6584 大阪府八尾市上尾町 １丁目４ー１
大阪府 八尾市 クスリ　キリン堂 八尾東本町店 072-990-6322 大阪府八尾市東本町 ５丁目１番３５号
大阪府 八尾市 ドラッグセガミ志紀駅店 072-920-1900 大阪府八尾市天王寺屋７ー４４
大阪府 八尾市 ウエルシア 八尾東久宝寺店 072-990-5810 大阪府八尾市東久宝寺 ３丁目７
大阪府 八尾市 クスリキリン堂 八尾桜ヶ丘店 072-924-0075 大阪府八尾市桜ヶ丘 ４丁目６１番地
大阪府 八尾市 イズミヤ 八尾店 072-948-3330 大阪府八尾市沼１丁目１番地
大阪府 八尾市 イトーヨーカドー 八尾店 072-995-9111 大阪府八尾市光町二丁目３番

大阪府 泉佐野市 ココカラファイン いこらもーる泉佐野 072-458-2045
大阪府泉佐野市下瓦屋 ２ー２ー７７
ショッパーズモール泉佐野１Ｆ

大阪府 泉佐野市 ウエルシア りんくうシークル店 072-458-1545 大阪府泉佐野市りんくう往来南 ３番地
大阪府 泉佐野市 ココカラファイン コープ泉佐野店 072-458-6039 大阪府泉佐野市市場西 ３丁目２番４５ コープ泉佐野内
大阪府 泉佐野市 薬マツモトキヨシ 泉佐野駅店 072-458-3555 大阪府泉佐野市上町３丁目 １１ー４５
大阪府 泉佐野市 ウエルシア 泉佐野鶴原店 072-461-1406 大阪府泉佐野市鶴原１２３８番
大阪府 泉佐野市 アローズ 072-468-7487 大阪府泉佐野市南中安松１６６６
大阪府 泉佐野市 ウエルシア泉佐野羽倉崎店 072-490-3561 大阪府泉佐野市羽倉崎 ３３５７ー１
大阪府 泉佐野市 ウエルシア泉佐野市場西店 072-458-7020 大阪府泉佐野市市場西 １ー２８１ー１
大阪府 富田林市 ウエルシア 富田林津々山台店 0721-28-0967 大阪府富田林市津々山台 ５ー５ー１
大阪府 富田林市 ココカラファイン 向陽台店 0721-40-4061 大阪府富田林市向陽台１ー２
大阪府 富田林市 クスリキリン堂 富田林中野店 0721-23-8850 大阪府富田林市中野町 ３ー３０２５ー１
大阪府 富田林市 ウエルシア 富田林若松店 0721-25-5061 大阪府富田林市若松町西１丁目 １８４２ー１
大阪府 富田林市 スギドラッグ 富田林甲田店 0721-55-3015 大阪府富田林市甲田 ３丁目３番３５号
大阪府 富田林市 スギドラッグ 富田林若松店 0721-26-8210 大阪府富田林市若松町 ５丁目２番１１号
大阪府 富田林市 ココカラファイン 山中田店 0721-24-7750 大阪府富田林市山中田町 １丁目２３７ー１
大阪府 寝屋川市 ジャパン 寝屋川店 072-830-6155 大阪府寝屋川市葛原 １丁目２２番１０号
大阪府 寝屋川市 ドラッグストアマルゼン 香里園店 072-833-3761 大阪府寝屋川市寿町 ５７番地２０号
大阪府 寝屋川市 キリン堂 石津南店 072-801-7761 大阪府寝屋川市石津南町３７１
大阪府 寝屋川市 ドラッグセガミ 香里店 072-833-9277 大阪府寝屋川市香里南之町 ３０ー１１
大阪府 寝屋川市 スギ薬局 寝屋川黒原店 072-801-9055 大阪府寝屋川市黒原新町８８
大阪府 寝屋川市 スギ薬局 寝屋川萱島店 072-825-7233 大阪府寝屋川市萱島東３丁目 １７番８号
大阪府 寝屋川市 薬マツモトキヨシ ビバモール寝屋川店 072-811-5505 大阪府寝屋川市寝屋南 ２ー２２ー２
大阪府 寝屋川市 スギ薬局 東香里店 072-811-5222 大阪府寝屋川市寝屋 １ー２ー８
大阪府 寝屋川市 スギドラッグ 香里西店 072-800-6414 大阪府寝屋川市香里西之町 ４番９号
大阪府 寝屋川市 スギドラッグ 寝屋川木田店 072-803-6636 大阪府寝屋川市木田元宮 １丁目２０番１号
大阪府 寝屋川市 スギドラッグ 寝屋川成美店 072-800-3032 大阪府寝屋川市成美町 ２８番３号
大阪府 寝屋川市 イズミヤ 東寝屋川店 072-822-2121 大阪府寝屋川市打上元町 １６番３号
大阪府 寝屋川市 イズミヤ 寝屋川店 072-822-2311 大阪府寝屋川市早子町 ２３番１ー１０４号
大阪府 河内長野市 キタバ薬局　河内長野店 0721-50-0016 大阪府河内長野市西之山町７－２
大阪府 河内長野市 ウエルシア 河内長野千代田店 0721-56-5545 大阪府河内長野市原町２ー３ー６
大阪府 河内長野市 ウエルシア 河内長野西片添店 0721-60-2033 大阪府河内長野市西片添町 １２ー２５
大阪府 河内長野市 ウエルシア 河内長野滝谷店 0721-54-4833 大阪府河内長野市木戸 ３ー３０ー１７
大阪府 河内長野市 ウエルシア 河内長野南花台店 0721-63-3998 大阪府河内長野市南花台３ー６
大阪府 河内長野市 イズミヤ 河内長野店 072-164-1227 大阪府河内長野市喜多町 ６６３番地
大阪府 松原市 ジャパン 松原店 072-330-4300 大阪府松原市三宅中２ー２ー３１



大阪府 松原市 ＭＥＧＡドン・キホーテ松原店 072-337-5811 大阪府松原市丹南３丁目２ー１０
大阪府 松原市 ウエルシア 松原岡店 072-338-4176 大阪府松原市岡３ー２ー１５
大阪府 松原市 ドラッグセガミ 天美店 072-337-8121 大阪府松原市天美南２ー８２ー１
大阪府 松原市 ウエルシア 松原阿保店 072-294-6203 大阪府松原市阿保２丁目 １２３－１
大阪府 松原市 スギ薬局 河内松原駅前店 072-339-1951 大阪府松原市上田３丁目６番１号 ゆめニティまつばら１階
大阪府 松原市 スギ薬局 カナートモール松原店 072-290-7150 大阪府松原市田井城 １丁目１番１号 カナートモール松原１階
大阪府 松原市 スギドラッグ 松原北新町店 072-247-5317 大阪府松原市北新町 ４ー１５２ー１
大阪府 松原市 ウエルシア松原天美東店 072-337-5035 大阪府松原市天美東２ー１３６
大阪府 松原市 イズミヤ 松原店 072-332-2251 大阪府松原市上田６丁目４番８号
大阪府 大東市 ココカラファイン アクロスプラザ大東店 072-874-5122 大阪府大東市氷野 ２丁目１番３４号 アクロスプラザ大東内
大阪府 大東市 スギ薬局 大東赤井店 072-889-5039 大阪府大東市赤井３丁目 ５番１０号
大阪府 大東市 クスリキリン堂 野崎店 072-863-3363 大阪府大東市野崎２ー１ー２
大阪府 大東市 イズミヤ 大東店 072-874-9201 大阪府大東市住道２丁目 １番１０３号
大阪府 和泉市 コスメティックス　コシモ 0725-41-7530 大阪府和泉市肥子町２－２－１ イオン和泉府中１Ｆ
大阪府 和泉市 ジャパン 和泉店 0725-41-4242 大阪府和泉市和気町 １ー３０ー４１
大阪府 和泉市 ウエルシア ＣＯＭＢＯＸ光明池店 0725-57-7815 大阪府和泉市室堂町８２４ー３６
大阪府 和泉市 ウエルシア 和泉鶴山台店 0725-46-7667 大阪府和泉市太町５５７
大阪府 和泉市 スギ薬局 和泉府中店 0725-40-3177 大阪府和泉市肥子町 ２ー２ー６８
大阪府 和泉市 ウエルシア 和泉唐国店 0725-92-5900 大阪府和泉市唐国町１丁目 １６番６号
大阪府 和泉市 スギドラッグ 和泉和田店 0725-50-5026 大阪府和泉市和田町２７６ー１
大阪府 和泉市 ウエルシア 和泉納花店 0725-58-6558 大阪府和泉市平井町３２６番６
大阪府 和泉市 ココカラファイン コープ和泉中央店 0725-50-5025 大阪府和泉市いぶき野４丁目 ５ー１９　コープタウン２階
大阪府 和泉市 薬マツモトキヨシ ららぽーと和泉店 0725-51-2817 大阪府和泉市あゆみ野 ４丁目４番７号
大阪府 和泉市 ココカラファイン 和泉府中店 0725-40-1688 大阪府和泉市府中町１丁目 １８番２２号
大阪府 和泉市 ウエルシア 和泉和気店 0725-50-1301 大阪府和泉市和気町 ２ー１１ー７
大阪府 和泉市 スギドラッグ 和泉小田店 0725-90-5186 大阪府和泉市小田町 ２丁目１６番５６号
大阪府 和泉市 イズミヤ 和泉中央店 072-557-3255 大阪府和泉市いぶき野 ５丁目１ー１１
大阪府 箕面市 ユニカムドラッグ 桜ヶ丘店 072-720-6218 大阪府箕面市新稲 ７ー１７ー１７
大阪府 箕面市 ジャパン 箕面店 072-722-2711 大阪府箕面市牧落５ー４ー８
大阪府 箕面市 クスリキリン堂 坊島店 072-725-6620 大阪府箕面市坊島１丁目 ２番５０号
大阪府 箕面市 ウエルシア 箕面小野原東店 072-749-1885 大阪府箕面市小野原東６丁目 １ー３
大阪府 箕面市 スギドラッグ 箕面小野原店 072-734-7961 大阪府箕面市粟生新家 ４丁目１番１４号
大阪府 箕面市 ＭＥＧＡドン・キホーテ 箕面店 072-723-7576 大阪府箕面市牧落４ー１ー３０

大阪府 箕面市 スギドラッグ 箕面船場店 072-734-7801
大阪府箕面市船場西 ２丁目１２番４号
ＯＴＣプライムハイツ１０１号

大阪府 柏原市 スズラン 072-972-5556 大阪府柏原市清州１－１－８
大阪府 羽曳野市 ブティックべにや古市店 072-957-3000 大阪府羽曳野市栄町７ー１ 近鉄プラザ２Ｆ
大阪府 羽曳野市 ココカラファイン 島泉店 072-931-0923 大阪府羽曳野市島泉８丁目 ９－１
大阪府 羽曳野市 ウエルシア 羽曳野伊賀店 072-939-2239 大阪府羽曳野市伊賀 ２ー１１ー１５
大阪府 羽曳野市 ウエルシア 羽曳野恵我之荘店 072-931-2273 大阪府羽曳野市恵我之荘 ４丁目４ー１７
大阪府 羽曳野市 ウエルシア 羽曳野南恵我之荘店 072-931-7722 大阪府羽曳野市南恵我之荘 ３ー２ー２２
大阪府 羽曳野市 イズミヤ 古市店 072-958-2911 大阪府羽曳野市翠鳥園 ３９５番１号
大阪府 門真市 キリン堂薬店 門真東店 072-800-2802 大阪府門真市岸和田 ３ー３１ー１５
大阪府 門真市 スギ薬局 古川橋店 06-4252-5075 大阪府門真市幸福町４ー２２ ヨシカネビル１階
大阪府 門真市 スギ薬局 門真千石店 072-887-7585 大阪府門真市千石西町１ー２１
大阪府 門真市 スギドラッグ 西三荘店 06-6780-2320 大阪府門真市元町２８番２０号



大阪府 門真市 ドラッグスギ 大和田駅前店 072-887-5196 大阪府門真市常称寺町 １９番２０号
大阪府 門真市 スギドラッグ 門真舟田店 072-887-7066 大阪府門真市舟田町２４ー１
大阪府 門真市 薬マツモトキヨシ 古川橋駅前店 06-6780-2003 大阪府門真市末広町７番１２号
大阪府 門真市 イズミヤ 門真店 06-6908-8551 大阪府門真市新橋町 ３番１ー１０１号
大阪府 摂津市 ライフォート江口店 06-6340-8368 大阪府摂津市別府３ー１９ー７
大阪府 摂津市 ライフォート 正雀店 06-6383-8300 大阪府摂津市正雀３ー１７ー２４
大阪府 摂津市 ウエルシア 摂津市駅前店 06-6318-1055 大阪府摂津市庄屋 ２ー２ー４４
大阪府 高石市 おしゃれ巧房　マツモト高石店 072-264-2255 大阪府高石市綾園１ー９ー１ アプラ高石１Ｆ
大阪府 高石市 ジャパン 高石店 072-264-9757 大阪府高石市西取石８ー８ー１６
大阪府 高石市 クスリキリン堂 高石加茂店 072-267-7644 大阪府高石市西取石３ー８ー４３
大阪府 藤井寺市 キリン堂薬店 藤井寺店 072-931-3601 大阪府藤井寺市岡１丁目 ４番１４号
大阪府 藤井寺市 ココカラファイン 藤井寺店 072-939-2030 大阪府藤井寺市岡２ー１０ー８
大阪府 藤井寺市 ココカラファイン 道明寺店 072-931-7686 大阪府藤井寺市大井４丁目 １１ー５８
大阪府 藤井寺市 クスリ　キリン堂 土師ノ里店 072-931-5056 大阪府藤井寺市林 ６丁目７番１６号
大阪府 東大阪市 化粧品の店美栄 072-962-0725 大阪府東大阪市岩田町 ３－１０－５　フレッシュ新和
大阪府 東大阪市 スギムラ 06-6783-5565 大阪府東大阪市長堂１－１－５２ ロンモ―ル布施東館Ｄ２４５
大阪府 東大阪市 有）永井 072-960-1414 大阪府東大阪市若江東町４丁目 ４－６
大阪府 東大阪市 ジャパン 東大阪店 072-982-8877 大阪府東大阪市旭町２２ー２６
大阪府 東大阪市 ジャパン 東大阪吉田店 072-961-9300 大阪府東大阪市今米１ー１４ー１
大阪府 東大阪市 ジャパン 東大阪御厨店 06-6784-3535 大阪府東大阪市御厨中 １ー１０ー１２
大阪府 東大阪市 ウエルシア 東大阪みくりや店 06-6618-3313 大阪府東大阪市御厨栄町３丁目 ２番２８号
大阪府 東大阪市 ライフォート 日下店 0729-81-7807 大阪府東大阪市日下町３丁目 ６番２号
大阪府 東大阪市 クスリキリン堂 東大阪花園店 0729-67-7676 大阪府東大阪市吉田本町 １ー２ー３６
大阪府 東大阪市 ライフォート 鷹殿店 0729-80-8288 大阪府東大阪市鷹殿町１４４ー１
大阪府 東大阪市 ライフォート 友井店 06-6730-6126 大阪府東大阪市友井町 ５ー１ー５４
大阪府 東大阪市 スギ薬局 渋川店 06-6730-6134 大阪府東大阪市渋川町 １ー４ー１２
大阪府 東大阪市 ライフォート 東花園店 072-961-7880 大阪府東大阪市花園東町 ２ー９ー１２
大阪府 東大阪市 薬マツモトキヨシ 近鉄布施駅ｆｕｓｓｅ店 06-4308-6767 大阪府東大阪市長堂１ー１ー１
大阪府 東大阪市 ドラッグセガミ 鴻池店 06-6748-8061 大阪府東大阪市鴻池元町１１ー２ ベルハイム鴻池１Ｆ
大阪府 東大阪市 ドラッグセガミ 長瀬駅前店 06-6736-6005 大阪府東大阪市菱屋西１丁目 １７ー１３
大阪府 東大阪市 スギドラッグ 高井田店 06-4308-8608 大阪府東大阪市高井田本通 ３丁目６ー３１
大阪府 東大阪市 ライフォート 瓢箪山店 072-984-7805 大阪府東大阪市御幸町１番１号

大阪府 東大阪市 スギドラッグ 東大阪長田店 06-6748-8561
大阪府東大阪市長田中 ２丁目５番２３号
フレスポ長田サウスエリア１階

大阪府 東大阪市 スギ薬局 小阪駅前店 06-6789-1616 大阪府東大阪市小阪１丁目 ７番２号小阪第２近鉄ビル１階
大阪府 東大阪市 スギドラッグ八戸ノ里店 06-4309-5757 大阪府東大阪市下小阪五丁目 ５番２１号
大阪府 東大阪市 ウエルシア 東大阪森河内東店 06-6618-3155 大阪府東大阪市森河内東 １丁目２２番１７号
大阪府 東大阪市 ウエルシア河内花園駅前店 072-960-4750 大阪府東大阪市吉田 １丁目２７２０番
大阪府 東大阪市 ウエルシア東大阪中新開店 072-963-0113 大阪府東大阪市中新開 １丁目１４番２
大阪府 東大阪市 パウ 石切店 0729-80-8155 大阪府東大阪市西石切町 ７ー３ー４６
大阪府 東大阪市 スギ薬局 布施店 06-6787-6300 大阪府東大阪市長堂１丁目 １０番１９号サンモール１階
大阪府 東大阪市 クスリキリン堂 東大阪鴻池店 06-6748-8166 大阪府東大阪市鴻池町２丁目 ６番４１号
大阪府 東大阪市 イズミヤ 若江岩田店 072-963-2580 大阪府東大阪市瓜生堂１丁目 １０番５２号
大阪府 東大阪市 イトーヨーカドー 東大阪店 0729-61-1511 大阪府東大阪市吉田下島１ー１

大阪府 泉南市 ＭＡＳＡＹＡ　カラースタジオイオンモールりんくう泉南店0724-80-6590
大阪府泉南市りんくう南浜 ３－１２
イオンモール りんくう泉南店１Ｆ



大阪府 泉南市 クスリキリン堂 樽井店 072-484-5850 大阪府泉南市樽井４ー３ー１０
大阪府 泉南市 ウエルシア 泉南新家店 072-483-3285 大阪府泉南市新家４４８４ー１

大阪府 泉南市 ウエルシアイオンりんくう泉南店 072-480-2353
大阪府泉南市りんくう南浜 ３ー１２
イオンモールりんくう泉南１Ｆ

大阪府 四條畷市 ジャパン 四條畷店 072-878-6000 大阪府四條畷市蔀屋新町２ー３
大阪府 四條畷市 キリン堂薬店 忍ヶ丘店 072-863-7117 大阪府四條畷市岡山 １ー２５ー５９
大阪府 交野市 阪神ドラッグストア　いわふね店 072-810-5300 大阪府交野市森北１丁目 １８番１１号
大阪府 交野市 クスリキリン堂 河内磐船店 072-895-1555 大阪府交野市森北１丁目 １７ー２２
大阪府 交野市 イズミヤ 交野店 072-894-0097 大阪府交野市私部西１丁目 ３３ー２０
大阪府 大阪狭山市 ウエルシア 狭山茱萸木店 072-367-6255 大阪府大阪狭山市茱萸木 ４ー４４８ー２
大阪府 大阪狭山市 ウエルシア大阪狭山池之原店 072-360-1860 大阪府大阪狭山市池之原 ２丁目１１９３番地
大阪府 阪南市 ＣＯＳＭＥＴＩＣＳ　マエダ 0724-72-2112 大阪府阪南市下出１６７－１ わくわくＣＩＴＹ１Ｆ
大阪府 阪南市 クスリキリン堂 阪南石田店 0724-70-2301 大阪府阪南市石田２５８ー１
大阪府 阪南市 キリン堂阪南さつき台店 072-470-0851 大阪府阪南市石田７０３ー１
大阪府 泉南郡熊取町キリン堂 熊取店 072-453-4610 大阪府泉南郡熊取町大久保東 １ー３ー２

大阪府 泉南郡熊取町ココカラファイン 熊取店 072-453-5006
大阪府泉南郡熊取町紺屋 １丁目２６番１６号
じゃんぼスクエア熊取１階

大阪府 南河内郡河南町ココカラファイン 河南町店 0721-90-3636 大阪府南河内郡河南町山城４８１
大阪府 南河内郡河南町オークワＳＵＣ河南店 0721-93-4144 大阪府南河内郡河南町大字中 ４１５
兵庫県 神戸市東灘区サーバ 東灘御影店 078-858-8433 兵庫県神戸市東灘区御影町郡家 ２ー１ー９
兵庫県 神戸市東灘区ＬＯＯＫ 御影クラッセ店 078-891-6363 兵庫県神戸市東灘区御影中町 ３ー２ー１
兵庫県 神戸市東灘区ココカラファイン 御影クラッセ店 078-858-9110 兵庫県神戸市東灘区御影中町 ３ー２ー１
兵庫県 神戸市東灘区スギドラッグ 本山南店 078-436-1721 兵庫県神戸市東灘区本山南町 ５丁目２番３号
兵庫県 神戸市東灘区スギ薬局 岡本店 078-436-8722 兵庫県神戸市東灘区岡本 １ー１１ー３６ ユーハイム岡本１階
兵庫県 神戸市東灘区スギ薬局 阪神深江店 078-414-3390 兵庫県神戸市東灘区深江北町 三丁目４番１９号
兵庫県 神戸市東灘区ライフォート 阪神御影駅南店 078-857-7144 兵庫県神戸市東灘区御影本町 ４ー１０ー１
兵庫県 神戸市東灘区スギドラッグ 御影店 078-862-1112 兵庫県神戸市東灘区御影本町 ２ー６ー１０
兵庫県 神戸市東灘区ウエルシア 神戸魚崎北町店 078-452-6633 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町 ５丁目１番４号
兵庫県 神戸市灘区 ジャパン 六甲道店 078-854-3113 兵庫県神戸市灘区永手町 ２丁目１番５号
兵庫県 神戸市灘区 スギ薬局 水道筋店 078-805-1270 兵庫県神戸市灘区水道筋五丁目 ２番４号
兵庫県 神戸市灘区 ライフォート 水道筋店 078-882-9888 兵庫県神戸市灘区水道筋 ４ー１ー２０

兵庫県 神戸市灘区 チャーリー サザンモール六甲店 078-841-2600
兵庫県神戸市灘区新在家南町 １ー２ー１
サザンモール六甲 Ｂ６１２

兵庫県 神戸市灘区 ドラッグストアマツモトキヨシ グランド六甲店 078-846-3033 兵庫県神戸市灘区友田町 ５丁目２番１号
兵庫県 神戸市兵庫区サーバ 兵庫駅前南通店 078-685-1566 兵庫県神戸市兵庫区駅前通 ３ー４ー５
兵庫県 神戸市兵庫区サーバ 兵庫鵯越店 078-579-6277 兵庫県神戸市兵庫区鵯越町 １７番２号

兵庫県 神戸市兵庫区スギドラッグ新開地店 078-595-9410
兵庫県神戸市兵庫区新開地６丁目 １番９号
コーポラティブハウス 神戸１　１階

兵庫県 神戸市兵庫区ココカラファインイオンモール神戸南店 078-686-7355 兵庫県神戸市兵庫区中之島 ２丁目１番１号 イオンモール１階
兵庫県 神戸市長田区サーバ 長田店 078-574-4611 兵庫県神戸市長田区四番町 ７ー１１
兵庫県 神戸市長田区スギドラッグ 長田店 078-579-6751 兵庫県神戸市長田区北町 １丁目４番地 ライフ長田店１階
兵庫県 神戸市長田区ライフォート 長田店 078-641-8010 兵庫県神戸市長田区上池田 ３ー２０ー２９
兵庫県 神戸市須磨区ミキヤ　パティオ店 078-791-8055 兵庫県神戸市須磨区中落合 ２ー２ー１ 須磨パティオ専門店１Ｆ
兵庫県 神戸市須磨区ライフォート 須磨店 078-734-1570 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通 ４ー９６ー１
兵庫県 神戸市須磨区ライフォート 東須磨店 078-734-0159 兵庫県神戸市須磨区大手町 ３ー１ー３３



兵庫県 神戸市須磨区ドラッグセガミ 北須磨店 078-747-2100
兵庫県神戸市須磨区多井畑 字渋人谷上１ー１
ミリオンタウン北須磨２Ｆ

兵庫県 神戸市須磨区スギ薬局 板宿店 078-739-6801 兵庫県神戸市須磨区平田町 二丁目２ー６
兵庫県 神戸市須磨区スギドラッグ 白川台店 078-754-5471 兵庫県神戸市須磨区車字仏坂 ８０９番地の１
兵庫県 神戸市垂水区薬マツモトキヨシ プリコ垂水店 078-708-2088 兵庫県神戸市垂水区神田町 １ー２０ ＪＲ垂水駅高架下
兵庫県 神戸市垂水区クスリキリン堂 垂水桃山台店 078-755-0525 兵庫県神戸市垂水区名谷町小川 ２５６９ー７
兵庫県 神戸市垂水区スギドラッグ 本多聞店 078-787-3717 兵庫県神戸市垂水区本多聞 ２ー２４ー１２
兵庫県 神戸市垂水区スギ薬局 東垂水店 078-755-5310 兵庫県神戸市垂水区東垂水町高丸 ７６２番地６６８

兵庫県 神戸市垂水区ウエルシア ステーションパーク垂水小束山店 078-798-5522
兵庫県神戸市垂水区小束山本町 ３ー１ー２
ステーションパーク小束山内

兵庫県 神戸市垂水区スギドラッグ名谷店 078-754-8846 兵庫県神戸市垂水区名谷町横尾 １７６３ー１
兵庫県 神戸市垂水区ウエルシア 神戸星が丘店 078-704-4575 兵庫県神戸市垂水区星が丘 ３丁目１０６４ー４８５

兵庫県 神戸市垂水区スギドラッグ 舞子坂店 078-754-5141
兵庫県神戸市垂水区舞子坂 ４丁目１番１７号
フレスポ舞子坂２階

兵庫県 神戸市北区 ウエルシア 神戸大池店 078-582-0343 兵庫県神戸市北区山田町上谷上 字古々山３１ー１
兵庫県 神戸市北区 ドラッグストアマルゼン 泉台店 078-594-8592 兵庫県神戸市北区山田町 小部字峠谷２８ー１
兵庫県 神戸市北区 キリン堂薬店 西鈴蘭台店 078-597-3381 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町 ４ー２ー３
兵庫県 神戸市北区 アルカドラッグ 北町店 078-581-7588 兵庫県神戸市北区日の峰 ２ー３ー３

兵庫県 神戸市北区 キリン堂薬店 藤原台店 078-984-3560
兵庫県神戸市北区藤原台中町 １‐４‐１　ステップガーデン 藤原台
内Ｅ棟

兵庫県 神戸市北区 ライフォート 北神戸店 078-981-6647 兵庫県神戸市北区有野中町 ２ー１５ー１７
兵庫県 神戸市北区 薬マツモトキヨシ エコール・リラ店 078-981-7722 兵庫県神戸市北区藤原台中町 １丁目２番２号
兵庫県 神戸市北区 ウエルシア 神戸鳴子店 078-596-5920 兵庫県神戸市北区鳴子 １丁目１４ー１０

兵庫県 神戸市中央区ココカラファイン センタープラザ店 078-332-2710
兵庫県神戸市中央区三宮町 １ー９ー１ー１３３
センタープラザ１階

兵庫県 神戸市中央区ココカラファイン 三宮西口店 078-327-8202 兵庫県神戸市中央区北長狭通 １ー９ー１阪急三宮西口駅前

兵庫県 神戸市中央区ココカラファイン ハット神戸店 078-230-2322
兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 ２丁目　２ー２
ブルメールＨＡＴ神戸

兵庫県 神戸市中央区薬マツモトキヨシ 三宮サンプラザ店 078-393-5152 兵庫県神戸市中央区三宮町 １ー８ー１
兵庫県 神戸市中央区薬マツモトキヨシ 神戸元町店 078-327-8575 兵庫県神戸市中央区元町通 １ー４ー２０
兵庫県 神戸市中央区スギドラッグ 神戸駅前店 078-367-4751 兵庫県神戸市中央区中町通 ３ー２ー１５ ライフ神戸駅前店２階
兵庫県 神戸市中央区薬マツモトキヨシ プリコ神戸店 078-361-2100 兵庫県神戸市中央区相生町 ３ー１ー１　プリコ神戸１Ｆ
兵庫県 神戸市中央区スギ薬局 三宮旭通店 078-241-1160 兵庫県神戸市中央区旭通 四丁目１番４号 シティタワープラザ２階
兵庫県 神戸市中央区ココカラファイン 神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店 078-381-2001 兵庫県神戸市中央区東川崎町 １ー７ー２
兵庫県 神戸市中央区ココカラファイン 神戸元町店 078-385-3659 兵庫県神戸市中央区元町通 ３丁目５番１０号
兵庫県 神戸市中央区＠ｃｏｓｍｅ　ｓｔｏｒｅ 神戸マルイ店 078-392-1339 兵庫県神戸市中央区三宮町 １ー７ー２　神戸マルイ２Ｆ
兵庫県 神戸市西区 化粧品のシバニ　西神プレンティ店 078-992-0482 兵庫県神戸市西区糀台５ー２ー３ プレンティ専門店一番館１Ｆ
兵庫県 神戸市西区 ウエルシア 神戸伊川谷北別府店 078-977-0350 兵庫県神戸市西区北別府 ５ー１ー３
兵庫県 神戸市西区 ウエルシア 神戸枝吉店 078-929-8558 兵庫県神戸市西区枝吉 ４ー３４ー１
兵庫県 神戸市西区 スギ薬局 神陵台店 078-978-1401 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 ７０ー２
兵庫県 神戸市西区 クスリキリン堂 神戸桜が丘店 078-995-1116 兵庫県神戸市西区桜が丘中町 ３ー２ー１６
兵庫県 神戸市西区 イズミヤ 西神戸店 078-967-5000 兵庫県神戸市西区竜が岡 １ー２１ー１
兵庫県 神戸市西区 イズミヤスーパーＣ 神戸玉津店 078-920-1150 兵庫県神戸市西区森友３丁目 ７ー３
兵庫県 姫路市 ウエルシア 姫路熊見店 079-236-6433 兵庫県姫路市勝原区熊見 字西ノホ田８８ー１
兵庫県 姫路市 ゴダイドラッグ 青山北店 079-267-5250 兵庫県姫路市青山 １丁目２２ー１５
兵庫県 姫路市 マツモトキヨシドラッグストア 網干店 079-271-2176 兵庫県姫路市余部区下余部中州 ３８４ー１



兵庫県 姫路市 マツモトキヨシドラッグストア 花田店 079-253-4418 兵庫県姫路市花田町小川字東戸手 ７５番地
兵庫県 姫路市 マツモトキヨシドラッグストア 青山店 079-230-2610 兵庫県姫路市広畑区西蒲田 字上横田２
兵庫県 姫路市 ＬＯＯＫ 姫路グランフェスタ店 079-287-4747 兵庫県姫路市駅前町１８８ー１ グランフェスタ１番街
兵庫県 姫路市 ゴダイドラッグ 安富店 0790-64-8200 兵庫県姫路市安富町長野字整理 １４１
兵庫県 姫路市 ゴダイドラッグ 今宿店 079-299-5277 兵庫県姫路市東今宿 ３ー１３８７ー１
兵庫県 姫路市 ウエルシア 姫路宮西店 079-287-0012 兵庫県姫路市宮西町４ー３６
兵庫県 姫路市 ＬＯＯＫ 姫路大津イオン店 079-230-6161 兵庫県姫路市大津区大津町２ー５ イオン姫路大津ＳＣ店　２Ｆ
兵庫県 姫路市 クスリキリン堂 白浜店 079-240-1115 兵庫県姫路市白浜町宇佐崎中 １ー２１５ー２
兵庫県 姫路市 ゴダイドラッグ 東山店 079-240-1520 兵庫県姫路市東山２３５ー１
兵庫県 姫路市 ゴダイドラッグ 夢前店 079-336-4033 兵庫県姫路市夢前町前之庄 １１４５ー１
兵庫県 姫路市 薬マツモトキヨシ 姫路みゆき通り店 079-222-0037 兵庫県姫路市駅前町３４７
兵庫県 姫路市 スギドラッグ 姫路野里店 079-226-8800 兵庫県姫路市野里１０６ー３
兵庫県 姫路市 スギ薬局 姫路飾磨店 079-243-0501 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒２３４
兵庫県 姫路市 薬マツモトキヨシ 姫路駅前店 079-288-1161 兵庫県姫路市駅前町２３２
兵庫県 姫路市 ゴダイドラッグ モルティひめじ店 079-286-5605 兵庫県姫路市南町５
兵庫県 姫路市 くすりのラブ 広峰店 079-223-3171 兵庫県姫路市城北新町２丁目 ３９８ー６
兵庫県 姫路市 スギ薬局 姫路広畑店 079-230-1237 兵庫県姫路市広畑区北野町 １丁目１番地
兵庫県 姫路市 くすりのラブイオンタウン姫路別所店 079-290-9138 兵庫県姫路市別所町別所 ２丁目６６
兵庫県 姫路市 くすりのラブ田寺店 079-260-7118 兵庫県姫路市田寺東２ー２９ー５
兵庫県 姫路市 ゴダイドラッグ 田寺東店 079-299-5665 兵庫県姫路市田寺７丁目 ５ー６３
兵庫県 姫路市 ゴダイドラッグ 広畑店 079-230-4255 兵庫県姫路市広畑区小坂 ２２ー２
兵庫県 姫路市 薬マツモトキヨシ ピオレ姫路店 079-226-2720 兵庫県姫路市豆腐町２２２ ピオレごちそう館内
兵庫県 姫路市 スギドラッグ 飾磨中浜店 079-230-0304 兵庫県姫路市飾磨区中浜町 １ー２１
兵庫県 姫路市 スギドラッグ 夢前台店 079-269-8307 兵庫県姫路市上手野３０９番地外 ハローズ上手野モール敷地内
兵庫県 姫路市 スギドラッグ 姫路御着店 079-240-9012 兵庫県姫路市御国野町御着 ７５６番地
兵庫県 姫路市 ウエルシア 姫路大津店 079-237-0554 兵庫県姫路市大津区新町１ー１５
兵庫県 姫路市 ウエルシア 姫路亀山店 079-235-2278 兵庫県姫路市亀山２２１ー１
兵庫県 姫路市 ゴダイドラッグみゆき通り店 079-282-1119 兵庫県姫路市駅前町２８１
兵庫県 姫路市 ウエルシア 姫路網干店 079-271-3107 兵庫県姫路市網干区新在家 １３６１ー１
兵庫県 姫路市 スギドラッグ 姫路花田店 079-287-8531 兵庫県姫路市花田町加納原田 ９１５番地
兵庫県 姫路市 スギドラッグ姫路下手野店 079-262-9061 兵庫県姫路市下手野４町目 １３番６３号
兵庫県 姫路市 スギドラッグ姫路中央店 079-262-6371 兵庫県姫路市神屋町 ６丁目７３番地
兵庫県 姫路市 キリン堂薬店 豊富店 079-265-5040 兵庫県姫路市豊富町御蔭 １２９１ー２
兵庫県 尼崎市 立花ヘルス薬品 立花ヘルス薬店 06-6419-6448 兵庫県尼崎市七松町 １－３－１－１４３
兵庫県 尼崎市 ジャパン 尼崎元浜店 066-411-8866 兵庫県尼崎市元浜町５ー５
兵庫県 尼崎市 ジャパン 尼崎東店 066-493-3344 兵庫県尼崎市浜１ー２ー２２
兵庫県 尼崎市 ニシイチ薬局　尾浜本店 06-6426-2418 兵庫県尼崎市尾浜町 ２ー２１ー４０
兵庫県 尼崎市 ニシイチドラッグ健康館武庫之荘店 06-6434-2520 兵庫県尼崎市南武庫之荘 １ー３ー２７
兵庫県 尼崎市 ココカラファイン 立花北口店 06-6423-1641 兵庫県尼崎市立花町１ー１８ー１
兵庫県 尼崎市 ニシイチドラッグ　健康館つかしん店 06-6427-2418 兵庫県尼崎市塚口本町４ー８ー１ つかしん西町内
兵庫県 尼崎市 クスリキリン堂 エルフ　武庫之荘店 06-6433-1155 兵庫県尼崎市武庫之荘 ４ー３０ー１
兵庫県 尼崎市 サーバ 尼崎三反田店 06-6424-5244 兵庫県尼崎市三反田町 ２ー２１ー１７
兵庫県 尼崎市 スギ薬局 阪神尼崎店 06-6430-5519 兵庫県尼崎市神田中通４ー１５７

兵庫県 尼崎市 スギ薬局 武庫之荘店 06-4962-5080
兵庫県尼崎市南武庫之荘 １ー１９ー２０
阪急オアシス武庫之荘店２Ｆ

兵庫県 尼崎市 ライフォート 食満店 06-6492-4847 兵庫県尼崎市食満７ー１ー３０



兵庫県 尼崎市 スギドラッグ 尼崎水堂店 06-4962-3822 兵庫県尼崎市水堂町４ー２ー１
兵庫県 尼崎市 クスリキリン堂 尼崎東七松店 06-6487-5580 兵庫県尼崎市東七松町 ２ー４ー３１
兵庫県 尼崎市 スギ薬局 尼崎潮江店 06-4960-7137 兵庫県尼崎市潮江１ー２２ー１ アミング潮江ウエスト１番館１階
兵庫県 尼崎市 スギドラッグ 尼崎南七松店 06-6430-1350 兵庫県尼崎市南七松町 ２丁目８番２２号
兵庫県 尼崎市 ココカラファイン あまがさきキューズモール店 06-6470-3501 兵庫県尼崎市潮江１丁目３ー１ あまがさきキューズモール店１Ｆ
兵庫県 尼崎市 スギ薬局 東園田店 06-4960-4711 兵庫県尼崎市東園田町 ２ー５５ー１
兵庫県 尼崎市 スギ薬局 尼崎西長洲店 06-4868-8101 兵庫県尼崎市長洲西通 １ー８ー２３
兵庫県 尼崎市 スギ薬局 上坂部店 06-6494-6300 兵庫県尼崎市上坂部一丁目 ３番２５号
兵庫県 尼崎市 スギ薬局 上ノ島店 06-6424-3451 兵庫県尼崎市上ノ島町 ２丁目３６番８号
兵庫県 尼崎市 ウエルシア 尼崎大庄店 06-6430-1815 兵庫県尼崎市菜切山町１０番
兵庫県 尼崎市 ウエルシア 尼崎東園田店 06-6495-1118 兵庫県尼崎市東園田町６丁目 ９４ー３
兵庫県 尼崎市 ウエルシア 尼崎潮江店 06-4960-7551 兵庫県尼崎市潮江一丁目 ３６番１６号
兵庫県 尼崎市 薬マツモトキヨシ 園田阪急プラザ店 06-6498-7255 兵庫県尼崎市東園田町 ９ー４８ー１ 園田阪急プラザ２階
兵庫県 尼崎市 スギドラッグ　南武庫之荘店 06-4950-0930 兵庫県尼崎市南武庫之荘 １ー８ー２４　ソラリスビル１階
兵庫県 尼崎市 クスリキリン堂 尼崎次屋店 06-6494-8575 兵庫県尼崎市次屋 二丁目１１番１２号
兵庫県 尼崎市 ウエルシア 尼崎西立花店 06-6430-0053 兵庫県尼崎市西立花町５丁目７６
兵庫県 尼崎市 ウエルシア 尼崎武庫元町店 06-4962-3980 兵庫県尼崎市武庫元町 ２ー１４ー３
兵庫県 尼崎市 ウエルシア 尼崎長洲店 06-4868-5190 兵庫県尼崎市長洲西通 ２丁目７ー１
兵庫県 尼崎市 スギドラッグ　尼崎久々知店 06-6415-6181 兵庫県尼崎市久々知西町 ２ー３ー３
兵庫県 尼崎市 ココカラファイン ＪＲ塚口店 06-7650-4932 兵庫県尼崎市上坂部 １丁目４番１号 ミリオンタウン塚口１階
兵庫県 尼崎市 スギドラッグ　南塚口店 06-4950-0661 兵庫県尼崎市南塚口町 ７丁目２２番４号
兵庫県 尼崎市 平和堂 ＡＬＰつかしん 066-420-8200 兵庫県尼崎市塚口本町 ４丁目８ー１
兵庫県 明石市 ジャパン 明石土山店 078-915-8456 兵庫県明石市魚住町清水 ２４２７ー３
兵庫県 明石市 ライフォート 魚住店 078-948-3880 兵庫県明石市魚住町長坂寺 字ツヱ池９８９ー１
兵庫県 明石市 クスリキリン堂 明舞店 078-918-2915 兵庫県明石市松が丘２ー２ー６ 明舞プラザ内
兵庫県 明石市 マツモトキヨシドラッグストア 鳥羽店 078-927-0885 兵庫県明石市小久保５丁目 ７番地１２
兵庫県 明石市 クスリキリン堂 魚住店 078-948-5156 兵庫県明石市魚住町西岡１３６７
兵庫県 明石市 クスリキリン堂 大久保店 078-938-6650 兵庫県明石市大久保町大窪 ２６０３ー１３７
兵庫県 明石市 ドラッグセガミ 西明石店 078-926-0414 兵庫県明石市和坂１４ー７ 竹中ビル１階
兵庫県 明石市 クスリキリン堂 朝霧店 078-915-5007 兵庫県明石市中朝霧丘６番４号
兵庫県 明石市 キリン堂 明石林崎店 078-926-0634 兵庫県明石市林崎町２丁目 ２番４８号
兵庫県 明石市 薬マツモトキヨシ アスピア明石店 078-915-2025 兵庫県明石市東仲ノ町６番１号
兵庫県 明石市 ウエルシア 明石大久保店 078-938-1101 兵庫県明石市大久保町福田 ２丁目７番７号
兵庫県 明石市 ココカラファイン 明石硯町店 078-924-4335 兵庫県明石市硯町 ３丁目１２番４０号
兵庫県 明石市 薬マツモトキヨシ ピオレ明石店 078-915-0380 兵庫県明石市大明石町 １丁目１番２３号
兵庫県 明石市 イトーヨーカドー 明石店 078-941-5111 兵庫県明石市二見町西二見駅前 １ー１８
兵庫県 西宮市 立花ヘルス薬品 甲子園口ヘルス薬店 0798-63-7376 兵庫県西宮市甲子園口 ２－１０－２９
兵庫県 西宮市 ジャパン 西宮店 079-868-2121 兵庫県西宮市門前町３ー２２
兵庫県 西宮市 ジャパン 西宮戎店 079-822-4664 兵庫県西宮市宮前町８ー４
兵庫県 西宮市 ジャパン 甲子園店 079-843-8161 兵庫県西宮市上甲子園 １ー１７ー６
兵庫県 西宮市 ドラッグセガミ 広田店 0798-74-5136 兵庫県西宮市柳本町８ー３６
兵庫県 西宮市 ライフォート 瓦木店 0798-64-8900 兵庫県西宮市熊野町１３ー８
兵庫県 西宮市 ウエルシア 西宮駅前店 0798-37-3566 兵庫県西宮市池田町９ー６
兵庫県 西宮市 ニシイチドラッグ　健康館苦楽園店 0798-74-2417 兵庫県西宮市老松町１ー５
兵庫県 西宮市 ライフォート 西宮山口店 078-907-1280 兵庫県西宮市山口町上山口 ２ー８ー１７
兵庫県 西宮市 スギ薬局 浜甲子園店 0798-44-3833 兵庫県西宮市甲子園 九番町１１ー６２



兵庫県 西宮市 キリン堂薬店 今津店 0798-38-9800 兵庫県西宮市今津出在家町 １ー２９
兵庫県 西宮市 薬マツモトキヨシ ららぽーと甲子園店 0798-81-6502 兵庫県西宮市甲子園八番町 １ー１００
兵庫県 西宮市 クスリキリン堂 鳴尾店 0798-42-3666 兵庫県西宮市上田西町２ー１１
兵庫県 西宮市 ニシイチドラッグ　健康館上ヶ原店 0798-52-2412 兵庫県西宮市上ケ原四番町 ３ー１６
兵庫県 西宮市 スギ薬局 西宮中前田店 0798-37-3055 兵庫県西宮市中前田町７ー２０
兵庫県 西宮市 スギ薬局 苦楽園店 0798-75-1580 兵庫県西宮市樋之池町７ー２ オクトス夙川地下１階
兵庫県 西宮市 ウエルシア 西宮浜松原店 0798-38-1655 兵庫県西宮市浜松原町２１ー１
兵庫県 西宮市 ウエルシア 西宮今津店 0798-38-5141 兵庫県西宮市津門綾羽町１ー３０
兵庫県 西宮市 薬マツモトキヨシ エビスタ西宮店 0798-38-1638 兵庫県西宮市田中町 １番６号
兵庫県 西宮市 パウ 西宮店 079-838-7366 兵庫県西宮市六湛寺町１ー１３
兵庫県 西宮市 イズミヤ 西宮ガーデンズ店 079-868-1133 兵庫県西宮市高松町１４ー３
兵庫県 西宮市 イトーヨーカドー 甲子園店 079-881-6111 兵庫県西宮市甲子園八番町 １ー１００

兵庫県 芦屋市 ライフォート 芦屋浜店 0797-34-3210
兵庫県芦屋市高浜町６ー１ 芦屋浜シーサイドアステム ショッピング
プラザ２Ｆ

兵庫県 芦屋市 サーバ 芦屋大原店 0797-25-2045 兵庫県芦屋市大原町１５ー１３
兵庫県 芦屋市 ウエルシア ライフガーデン潮芦屋店 0797-78-8172 兵庫県芦屋市海洋町８－２
兵庫県 芦屋市 薬マツモトキヨシ 芦屋モンテメール店 0797-25-1667 兵庫県芦屋市船戸町１ー３１
兵庫県 芦屋市 ウエルシア 芦屋春日店 0797-25-1517 兵庫県芦屋市春日町２２ー５
兵庫県 伊丹市 サ－バ 伊丹北野店 072-780-3158 兵庫県伊丹市北野１ー７６
兵庫県 伊丹市 ウエルシア 伊丹野間店 072-785-8399 兵庫県伊丹市野間７ー１ー３
兵庫県 伊丹市 サ－バ 伊丹千僧店 072-780-5710 兵庫県伊丹市千僧 ４丁目２５０ー１
兵庫県 伊丹市 ココカラファインイオンモール伊丹店 072-773-6411 兵庫県伊丹市藤ノ木１―１―１ イオンモール伊丹テラス１Ｆ
兵庫県 伊丹市 ウエルシア 伊丹昆陽店 072-771-7558 兵庫県伊丹市昆陽南１ー２ー７
兵庫県 伊丹市 キリン堂薬店 伊丹鴻池店 072-778-7705 兵庫県伊丹市鴻池５ー９ー３０
兵庫県 伊丹市 スギ薬局 昆陽店 072-782-5500 兵庫県伊丹市山田５丁目３番３号

兵庫県 伊丹市 スギドラッグ　伊丹店 072-744-0208
兵庫県伊丹市西台 三丁目７番７号
 阪急オアシス伊丹西台店２階

兵庫県 伊丹市 ココカラファインイオンモール伊丹昆陽店 072-778-0135 兵庫県伊丹市池尻 ４丁目１番地１ イオンモール１階
兵庫県 伊丹市 スギドラッグ昆陽東店 072-744-1671 兵庫県伊丹市昆陽東１丁目 ２番７号 阪急オアシス１階
兵庫県 伊丹市 薬マツモトキヨシ 阪急伊丹駅店 072-773-7121 兵庫県伊丹市西台１丁目１番１号 阪急伊丹リータ３階
兵庫県 伊丹市 イズミヤ 昆陽店 072-779-6501 兵庫県伊丹市池尻１丁目１番地
兵庫県 相生市 ゴダイドラッグ 相生店 0791-24-3015 兵庫県相生市那波南本町 １８６２ー２
兵庫県 相生市 ウエルシア 相生赤坂店 0791-22-8870 兵庫県相生市赤坂１ー６ー３２
兵庫県 豊岡市 ジャパン ニューファミリー豊岡店 0796-24-4848 兵庫県豊岡市三坂町１６０
兵庫県 豊岡市 ゴダイドラッグ 豊岡店 0796-29-1856 兵庫県豊岡市野田１６４
兵庫県 豊岡市 ゴダイドラッグ 日高店 0796-42-5578 兵庫県豊岡市日高町祢布１０１０
兵庫県 豊岡市 ゴダイ薬局 豊岡戸牧店 0796-29-0600 兵庫県豊岡市戸牧１０ー５
兵庫県 豊岡市 ゴダイドラッグ 出石店 0796-53-1220 兵庫県豊岡市出石町町分 １２７ー１
兵庫県 豊岡市 ゴダイドラッグ 豊岡昭和町店 0796-26-8855 兵庫県豊岡市昭和町２１０ー１
兵庫県 豊岡市 ドラッグストアａｓＢ 宮島店 0796-26-5151 兵庫県豊岡市宮島２７０
兵庫県 加古川市 ウエルシア 加古川水足店 0794-21-4801 兵庫県加古川市野口町水足 ３３３ー３３
兵庫県 加古川市 クスリキリン堂 加古川平岡店 079-435-7455 兵庫県加古川市平岡町二俣 ６４３ー１
兵庫県 加古川市 クスリキリン堂 加古川粟津店 079-427-7350 兵庫県加古川市加古川町粟津 ５１４
兵庫県 加古川市 クスリキリン堂薬店 加古川石守店 079-456-7751 兵庫県加古川市神野町石守 ４６７ー１
兵庫県 加古川市 クスリキリン堂 加古川別府店 079-430-2908 兵庫県加古川市別府町中島町１
兵庫県 加古川市 スギ薬局 加古川店 079-434-4555 兵庫県加古川市東神吉町出河原 ８６２番地



兵庫県 加古川市 クスリキリン堂 加古川中津店 079-456-6025 兵庫県加古川市加古川町中津 ５４４ー１
兵庫県 加古川市 くすりのラブイオンタウン野口店 079-421-0355 兵庫県加古川市野口町坂元 １０５ー１
兵庫県 加古川市 ＬＯＯＫ加古川 ニッケパークタウン店 0794-90-2169 兵庫県加古川市加古川町寺家町 １７３－１
兵庫県 加古川市 ゴダイドラッグ 神野店 079-430-5251 兵庫県加古川市新神野 ５丁目８ー６
兵庫県 加古川市 ウエルシア 加古川粟津店 079-456-0257 兵庫県加古川市加古川町粟津 １００ー１
兵庫県 加古川市 クスリキリン堂 加古川神吉店 079-432-3055 兵庫県加古川市東神吉町神吉 ９１７番１
兵庫県 加古川市 イトーヨーカドー 加古川店 079-435-3131 兵庫県加古川市別府町緑町２番地
兵庫県 赤穂市 ゴダイドラッグ 赤穂中央店 0791-46-3080 兵庫県赤穂市加里屋中洲 ３ー５７ー１
兵庫県 赤穂市 ザグザグ 赤穂尾崎店 0791-46-0525 兵庫県赤穂市尾崎３１５８ー８
兵庫県 赤穂市 ザグザグ 赤穂中広店 0791-46-4888 兵庫県赤穂市中広 ２ー８
兵庫県 西脇市 ココカラファイン 西脇店 0795-23-2691 兵庫県西脇市野村町８４０ー１
兵庫県 西脇市 クスリキリン堂 西脇小坂店 0795-25-0400 兵庫県西脇市小坂町１１６
兵庫県 西脇市 ライフォート 西脇北店 0795-22-1141 兵庫県西脇市下戸田４８２－２
兵庫県 宝塚市 宝塚べにや 0797-86-9857 兵庫県宝塚市売布２－５－１ 「ピピアめふ１」内１Ｆ
兵庫県 宝塚市 Ｂ＆Ｖノニヤ 0797-81-3280 兵庫県宝塚市栄町２－１－１ ソリオ１Ｆ
兵庫県 宝塚市 ジャパン 宝塚店 0797-86-9988 兵庫県宝塚市鶴の荘３ー６
兵庫県 宝塚市 ウエルシア 宝塚中筋店 0797-88-0600 兵庫県宝塚市中筋 ８丁目１１ー６３
兵庫県 宝塚市 ライフォート 宝塚旭町店 0797-87-4151 兵庫県宝塚市旭町２ー７ー１８
兵庫県 宝塚市 ココカラファイン 宝塚山本店 0797-82-3399 兵庫県宝塚市山本丸橋 ２ー１５ー５
兵庫県 宝塚市 ライフォート 中山店 0797-87-6040 兵庫県宝塚市売布東の町 １５ー１１
兵庫県 宝塚市 ニシイチドラッグ健康館　山本駅前店 0797-80-2419 兵庫県宝塚市山本東３ー５ー２０
兵庫県 宝塚市 ドラッグストアサーバ 宝塚東店 0797-82-1551 兵庫県宝塚市中筋７丁目４ー３３
兵庫県 宝塚市 ウエルシア 宝塚山本中店 0797-82-2600 兵庫県宝塚市山本中 ２丁目１ー２９
兵庫県 三木市 ジャパン 三木志染店 0794-85-7747 兵庫県三木市志染町広野 １ー１０３
兵庫県 三木市 ウエルシア 三木青山店 0794-87-1720 兵庫県三木市志染町青山 ６ー１５ー１
兵庫県 三木市 ココカラファイン 三木店 0794-82-8660 兵庫県三木市平田７５７
兵庫県 三木市 キリン堂 三木大村店 0794-82-5035 兵庫県三木市大村１１５ー１
兵庫県 三木市 ウエルシア 三木平田店 0794-86-6566 兵庫県三木市平田 ２丁目１０ー１８
兵庫県 三木市 クスリキリン堂　三木店 0794-89-2627 兵庫県三木市加佐横塚 ２８５ー１０
兵庫県 高砂市 ゴダイドラッグ 大塩店 079-254-5257 兵庫県高砂市北浜町西浜 １２０８ー１
兵庫県 高砂市 クスリキリン堂 松陽店 079-446-8570 兵庫県高砂市松陽１ー８ー１８
兵庫県 高砂市 マツモトキヨシドラッグストア アイモール高砂店 0794-34-5350 兵庫県高砂市米田町島３２
兵庫県 高砂市 ウエルシア 高砂梅井店 0794-46-1118 兵庫県高砂市梅井５ー５ー２５ ロックタウン内
兵庫県 川西市 ジャパン 川西店 072-792-4455 兵庫県川西市西多田２ー１８ー３
兵庫県 川西市 ドン・キホーテ川西店 072-790-0811 兵庫県川西市多田院西２丁目 ３番１１号
兵庫県 川西市 サーバ 川西丸の内店 072-756-8411 兵庫県川西市火打１丁目２４ー８
兵庫県 川西市 ウエルシア 川西アステⅡ店 072-755-2488 兵庫県川西市栄町２５ー１ （２階２１６号）
兵庫県 川西市 サーバ 川西西店 072-793-8751 兵庫県川西市西多田２ー７ー２０
兵庫県 川西市 イズミヤ 多田店 072-793-3773 兵庫県川西市多田桜木 １丁目８ー３
兵庫県 小野市 キリン堂薬局 小野本町店 0794-62-0047 兵庫県小野市本町６４８ー１
兵庫県 三田市 ウエルシア 三田フラワータウン店 079-553-8737 兵庫県三田市弥生が丘１ー８
兵庫県 三田市 クスリキリン堂 三田学園前店 079-553-8845 兵庫県三田市南が丘 ２ー１２ー３２
兵庫県 三田市 クスリキリン堂 すずかけ台店 079-553-8681 兵庫県三田市すずかけ台三丁目 ２番
兵庫県 三田市 スギ薬局 三田店 079-569-7334 兵庫県三田市三輪４丁目 ５番２０号　ミスミモール内
兵庫県 三田市 チャーリー ウッディタウン店 079-561-2220 兵庫県三田市けやき台１丁目 １０番ー１
兵庫県 三田市 ウエルシア 三田天神店 079-564-9801 兵庫県三田市天神１丁目５ー１４



兵庫県 三田市 スギドラッグ 三田富士が丘店 079-555-6401 兵庫県三田市富士が丘 ２ー７ モールラフィーネ内
兵庫県 養父市 ゴダイドラッグ 八鹿店 079-665-7080 兵庫県養父市八鹿町下網場字中野 ３６７ー１
兵庫県 丹波市 ジャパン ニューファミリー氷上店 0795-82-5151 兵庫県丹波市氷上町稲継堂ノ坪 ２５０ー１
兵庫県 丹波市 ジャパン ニューファミリー市島店 0795-85-2255 兵庫県丹波市市島町北岡本 １９９ー１
兵庫県 丹波市 ゴダイドラッグ 氷上店 0795-82-6000 兵庫県丹波市氷上町横田 ７７７ー１
兵庫県 丹波市 クスリキリン堂 春日店 0795-70-3125 兵庫県丹波市春日町黒井２２２２
兵庫県 丹波市 ゴダイドラッグ 氷上本郷店 0795-88-6111 兵庫県丹波市氷上町本郷 ３２２ー１
兵庫県 南あわじ市 ウエルシア 南あわじ緑店 0799-45-0620 兵庫県南あわじ市広田広田 ５９４ー１
兵庫県 南あわじ市 ウエルシア 南あわじ・市店 0799-43-2293 兵庫県南あわじ市市福永 ６２９ー９
兵庫県 南あわじ市 ウエルシア 南あわじ三原店 0799-42-3715 兵庫県南あわじ市市徳長字長手 ６７４番２
兵庫県 朝来市 ゴダイドラッグ 和田山店 079-672-5831 兵庫県朝来市和田山町玉置 １０７３
兵庫県 淡路市 ウエルシア 北淡インター店 0799-84-1616 兵庫県淡路市育波４９０番地
兵庫県 淡路市 ウエルシア 津名一宮インター店 0799-64-7755 兵庫県淡路市中田２９９４－１
兵庫県 宍粟市 ゴダイドラッグ 山崎西店 0790-64-1400 兵庫県宍粟市山崎町加生 １１０ー２
兵庫県 宍粟市 ゴダイドラッグ山崎南店 0790-63-1001 兵庫県宍粟市山崎町中井 １８５番地
兵庫県 加東市 ライフォート 梶原店 0795-42-2117 兵庫県加東市梶原３６０ー１
兵庫県 加東市 クスリキリン堂 社店 0795-43-8010 兵庫県加東市社１２０５番１
兵庫県 加東市 チャームハウス　こまどり 0795-42-0545 兵庫県加東市社１３５５ー２
兵庫県 加東市 ウエルシア 加東上中店 0795-43-9060 兵庫県加東市上中 ３丁目１３ー６
兵庫県 加東市 ウエルシア加東東条店 0795-47-5222 兵庫県加東市天神２６０番地
兵庫県 たつの市 クスリキリン堂 たつの店 0791-64-6760 兵庫県たつの市龍野町富永 １００５ー４
兵庫県 たつの市 クスリキリン堂 揖保川店 0791-76-5261 兵庫県たつの市揖保川町正條２５
兵庫県 たつの市 ゴダイドラッグ 龍野北店 079-163-9276 兵庫県たつの市龍野町島田 ６７１ー１
兵庫県 川辺郡猪名川町ココカラファイン 日生中央店 072-767-2006 兵庫県川辺郡猪名川町松尾台 １ー２ー１
兵庫県 多可郡多可町キリン堂 中町店 0795-30-2007 兵庫県多可郡多可町中区坂本 １２０ー１
兵庫県 加古郡稲美町クスリキリン堂 稲美店 079-496-5370 兵庫県加古郡稲美町国岡 ６ー１９５
兵庫県 神崎郡福崎町クスリキリン堂 福崎店 0790-24-3611 兵庫県神崎郡福崎町西田原 １３７９ー１
兵庫県 神崎郡神河町ゴダイドラッグ 神崎店 0790-31-2866 兵庫県神崎郡神河町福本７５
兵庫県 神崎郡神河町ウエルシア 神崎神河店 0790-31-3366 兵庫県神崎郡神河町粟賀町 ３５７ー２
兵庫県 揖保郡太子町ザグザグ 太子店 079-275-1581 兵庫県揖保郡太子町鵤 １３１９ー１
兵庫県 赤穂郡上郡町ザグザグ 上郡店 0791-57-3939 兵庫県赤穂郡上郡町大持１８９
兵庫県 佐用郡佐用町ゴダイドラッグ 佐用店 0790-81-2850 兵庫県佐用郡佐用町佐用１０２３
兵庫県 美方郡香美町ゴダイドラッグ 香住店 0796-39-2280 兵庫県美方郡香美町香住区香住 ８８２ー１
兵庫県 美方郡新温泉町ゴダイドラッグ 浜坂店 0796-83-1820 兵庫県美方郡新温泉町戸田 ４６４ー１
奈良県 奈良市 バンブスドラッグ大宮店 0742-35-1477 奈良県奈良市三条添川町５－４０
奈良県 奈良市 ジャパン 奈良尼ケ辻店 074-233-9797 奈良県奈良市四条大路 ５ー１４２ー２
奈良県 奈良市 ジャパン 奈良押熊店 074-251-7744 奈良県奈良市中山町１４３０
奈良県 奈良市 キリン堂薬店 東押熊店 0742-40-2385 奈良県奈良市押熊町８５１
奈良県 奈良市 キリン堂薬店 高畑店 0742-25-3855 奈良県奈良市高畑町１３０ー１
奈良県 奈良市 クスリキリン堂 あやめ池店 0742-52-6825 奈良県奈良市西大寺赤田町 ２ー８０９ー９
奈良県 奈良市 スギ薬局 学園前店 0742-52-3251 奈良県奈良市中山町西 １ー７１６ー３　ならコープ２Ｆ
奈良県 奈良市 キリン堂薬店 大安寺店 0742-32-5575 奈良県奈良市恋の窪 １ー２８１ー３
奈良県 奈良市 ドラッグユタカ　押熊店 0742-51-5221 奈良県奈良市押熊町１４７６ー１
奈良県 奈良市 ドラッグストア木のうた ＪＲ奈良駅前北店 0742-26-7740 奈良県奈良市油阪地方町８ー１
奈良県 奈良市 薬マツモトキヨシ 大和西大寺駅前店 0742-30-0066 奈良県奈良市西大寺東町２丁目 １ー６３
奈良県 奈良市 ウエルシア 奈良駅前店 0742-30-0678 奈良県奈良市大宮町１ー３ー８



奈良県 奈良市 薬マツモトキヨシ パラディ学園前店 0742-53-8588 奈良県奈良市学園前北 １ー１０ー１
奈良県 奈良市 ココカラファイン 北登美ケ丘店 0742-51-7836 奈良県奈良市北登美ヶ丘６丁目 １１番１号
奈良県 奈良市 ココカラファインイオンタウン富雄南店 0742-46-3509 奈良県奈良市石木町 １００番地１
奈良県 奈良市 ウエルシア 奈良西木辻店 0742-20-3181 奈良県奈良市西木辻町 １３０番地の４
奈良県 奈良市 スギドラッグ学園前南店 0742-81-8582 奈良県奈良市中町１番地８７
奈良県 奈良市 ココカラファイン 七条店 0742-44-0716 奈良県奈良市七条西町 ２丁目１１００番地
奈良県 奈良市 イズミヤ 学園前店 074-248-2881 奈良県奈良市学園中 ４ー５３９ー１
奈良県 大和高田市 クスリキリン堂 尺土店 0745-25-5210 奈良県大和高田市大字市場 ６４８番地１
奈良県 大和高田市 ココカラファイン 高田店 0745-21-1500 奈良県大和高田市大字池尻 １７１ー１
奈良県 大和郡山市 キリン堂薬店 郡山筒井店 07435-9-3931 奈良県大和郡山市筒井町１２６５
奈良県 大和郡山市 キリン堂薬店 郡山九条店 07435-4-7105 奈良県大和郡山市九条町 ２３２ー１

奈良県 大和郡山市 ドラッグセガミイオンモール大和郡山店 07435-8-5345
奈良県大和郡山市下三橋町 ７４１ー１０１
イオンモール大和郡山１Ｆ

奈良県 大和郡山市 クスリキリン堂 アスモ大和郡山店 0743-58-5330 奈良県大和郡山市南郡山町 ５２９ー２（アスモ１Ｆ）
奈良県 天理市 中村薬局 0743-62-0083 奈良県天理市三島町３７７ー２
奈良県 天理市 ジャパン 天理店 074-364-3772 奈良県天理市二階堂上ノ庄町 ４３９ー１
奈良県 天理市 スギ薬局 天理店 0743-68-1101 奈良県天理市前栽町９８ー１
奈良県 天理市 スギ薬局 アクロス天理店 0743-69-5721 奈良県天理市岩室町７３ー１
奈良県 天理市 ココカラファイン 天理店 0743-63-5666 奈良県天理市守目堂町 １０５ー１
奈良県 橿原市 ジャパン 橿原店 074-424-3660 奈良県橿原市葛本町５０５
奈良県 橿原市 東洋薬局 久米店 0744-26-1008 奈良県橿原市久米町３９５
奈良県 橿原市 ココカラファイン 八木店 0744-29-2060 奈良県橿原市新賀町４６８

奈良県 橿原市 ココカラファインイオンモール橿原店 0744-21-8198
奈良県橿原市曲川町 ７丁目２０ー１ー１１２ イオンモール橿原アル
ルＳＣ内

奈良県 橿原市 ココカラファイン 葛本店 0744-20-1191 奈良県橿原市葛本町７７０ー２
奈良県 橿原市 キリン堂薬店 橿原神宮店 0744-26-6887 奈良県橿原市久米町６８５
奈良県 橿原市 薬マツモトキヨシ 橿原神宮前駅店 0744-25-5761 奈良県橿原市久米町６１８
奈良県 橿原市 スギドラッグ 橿原真菅店 0744-47-3275 奈良県橿原市北妙法寺町 ５５５ー１
奈良県 橿原市 ココカラファイン 橿原神宮東店 0744-25-5623 奈良県橿原市栄和町４番１
奈良県 桜井市 キリン堂　桜井店 0744-44-5334 奈良県桜井市上之庄６７８ー１
奈良県 桜井市 ココカラファイン 桜井南店 0744-49-2640 奈良県桜井市安倍木材団地２ー４
奈良県 桜井市 スーパーセンターオークワ桜井店 074-449-2070 奈良県桜井市粟殿７０番地
奈良県 五條市 プチ　メルヘン 07472-3-2336 奈良県五條市今井５ー２ー１５
奈良県 五條市 ジップドラッグ 五條店 0747-26-2655 奈良県五條市新町 １ー１０１２ー１
奈良県 五條市 クスリキリン堂 五條店 0747-26-5501 奈良県五條市今井１ー１０ー３８
奈良県 御所市 ビューティーショップ　エル 0745-65-0612 奈良県御所市東松本１９０ ライフ御所店１階
奈良県 御所市 キリン堂薬店 御所店 0745-64-0075 奈良県御所市東松本２６６ー６
奈良県 御所市 オークワスーパーセンター 御所店 074-564-3310 奈良県御所市室１１８５ー２
奈良県 生駒市 キリン堂薬店 生駒店 0743-70-8587 奈良県生駒市小明町２５０ー６
奈良県 生駒市 スギドラッグ 生駒店 0743-71-7505 奈良県生駒市谷田町１３２８ー１
奈良県 生駒市 ココカラファイン 上町店 0743-70-1280 奈良県生駒市上町台１番２８
奈良県 生駒市 ココカラファイン 生駒店 0743-74-2080 奈良県生駒市谷田町 ８６０ー１
奈良県 香芝市 化粧品ローザ 0745-78-5277 奈良県香芝市磯壁３ー４０ー１ ジャンボスクエア香芝
奈良県 香芝市 ジャパン 新香芝店 074-571-7121 奈良県香芝市北今市 ４丁目２５１ー１
奈良県 香芝市 キリン堂薬店 香芝逢坂店 0745-71-5607 奈良県香芝市逢坂８ー２０５ー１
奈良県 香芝市 ココカラファイン 香芝ニ上店 0745-71-4955 奈良県香芝市穴虫１５０ー１



奈良県 香芝市 スギ薬局 五位堂店 0745-71-3855 奈良県香芝市別所４２番地５
奈良県 香芝市 ウエルシア 香芝磯壁店 0745-43-6834 奈良県香芝市磯壁３丁目６１番地
奈良県 葛城市 ココカラファイン 新庄店 0745-69-1012 奈良県葛城市柿本１ー１
奈良県 葛城市 キリン堂 南花内店 0745-69-1125 奈良県葛城市南花内８３
奈良県 宇陀市 ジップドラッグ東洋 大宇陀店 0745-83-2507 奈良県宇陀市大宇陀区岩室 ５３１ー６
奈良県 宇陀市 ジップドラッグ 榛原店 0745-82-2933 奈良県宇陀市榛原区下井足 ９１ー１
奈良県 磯城郡田原本町ココカラファイン 田原本店 0744-34-0320 奈良県磯城郡田原本町三笠字森田 ４１ー１

奈良県 北葛城郡上牧町ココカラファイン アピタ西大和店 0745-71-5150
奈良県北葛城郡上牧町ささゆり台 １丁目１番地 アピタ西大和店
１０５区画

奈良県 北葛城郡王寺町ルージュ 0745-72-2508 奈良県北葛城郡王寺町久度２丁目 ２－１りーべる王寺東館２Ｆ
奈良県 北葛城郡王寺町スギドラッグ 奈良王寺店 0745-44-3217 奈良県北葛城郡王寺町王寺 ２丁目２番２０号
奈良県 北葛城郡広陵町イズミヤ イズミヤスーパーセンター広陵店 074-554-1238 奈良県北葛城郡広陵町大字安部 ４５０番地１
奈良県 北葛城郡河合町キリン堂薬店 河合町店 0745-34-2061 奈良県北葛城郡河合町広瀬台 ３ー５ー２
奈良県 吉野郡大淀町キリン堂薬店 大淀店 0746-34-2006 奈良県吉野郡大淀町新野６８ー１
和歌山県和歌山市 メッサオークワ 高松店 073-427-0007 和歌山県和歌山市西高松 １－７－８８
和歌山県和歌山市 ドンキ・ホーテ ぶらくり丁店 073-402-2011 和歌山県和歌山市元寺町１－２５ 富士アイスビル３Ｆ
和歌山県和歌山市 パームシテイオークワ 和歌山店 073-456-2000 和歌山県和歌山市中野３１－１
和歌山県和歌山市 イズミヤ 和歌山店 073-427-0550 和歌山県和歌山市新生町 ７番２０号
和歌山県和歌山市 イズミヤスーパーセンター 紀伊川辺店 073-464-1238 和歌山県和歌山市川辺２２０番地
和歌山県和歌山市 オークワ セントラルシティ和歌山店 073-433-6085 和歌山県和歌山市小雑賀 ８０５番地１
和歌山県和歌山市 ベニス化粧品店 073-422-4854 和歌山市美園町５丁目６１ 和歌山ミオ３階
和歌山県和歌山市 ココカラファイン 大浦街道店 073-402-1455 和歌山県和歌山市砂山南４丁目 ２－６
和歌山県和歌山市 ココカラファイン 鳴神店 073-475-9801 和歌山県和歌山市鳴神字砂子 １０２６－１
和歌山県和歌山市 ココカラファイン 和佐店 073-465-2750 和歌山県和歌山市井ノ口３１７
和歌山県和歌山市 ジップドラッグ東洋 善明寺店 073-457-0820 和歌山県和歌山市善明寺 ３０７－１
和歌山県和歌山市 ジップドラッグ 西庄店 073-480-5516 和歌山県和歌山市西庄字妙見 ４０９番１
和歌山県和歌山市 ジップドラッグ 和歌山インター店 073-464-5281 和歌山県和歌山市田屋１３８番
和歌山県和歌山市 ココカラファイン 西浜店 073-441-7071 和歌山県和歌山市関戸４丁目 ３ー３
和歌山県和歌山市 ココカラファインイオンモール和歌山店 073-452-1055 和歌山県和歌山市中字楠谷 ５７３番地 イオンモール２階
和歌山県海南市 オークワＳＵＣ 海南店 073-483-5525 和歌山県海南市築地 １ー１
和歌山県橋本市 ウエルシア 橋本市脇店 0736-34-1193 和歌山県橋本市市脇３丁目 ３６１番地
和歌山県橋本市 ジップドラック東洋 隅田店 0736-39-0881 和歌山県橋本市隅田町垂井字露無 ５番１
和歌山県橋本市 ウエルシア 橋本彩の台店 0736-37-3511 和歌山県橋本市あやの台 １丁目５０番２号
和歌山県橋本市 ココカラファイン 高野口店 0736-44-1336 和歌山県橋本市高野口町伏原字 飛田２５０番１
和歌山県橋本市 クスリキリン堂 御幸辻店 0736-39-1150 和歌山県橋本市御幸辻字上栗坪 １３７番１
和歌山県橋本市 オークワＳＵＣ 橋本店 0736-32-5051 和歌山県橋本市妻１６６ー１
和歌山県御坊市 ロマンシティオークワ 御坊店 0738-32-3200 和歌山県御坊市湯川町財部１８１
和歌山県田辺市 パビリオンシティ 田辺店 0739-26-3700 和歌山県田辺市稲成町字新江原 ３１６５
和歌山県田辺市 オーシティ 田辺店 0739-24-0410 和歌山県田辺市東山１丁目５－１
和歌山県田辺市 ココカラファイン 文里店 0739-23-5850 和歌山県田辺市文里 １丁目６番１０号
和歌山県新宮市 オークワ 新宮仲之町店 0735-21-2261 和歌山県新宮市谷王子町 ４１８－１
和歌山県新宮市 スーパーセンターオークワ 南紀店 0735-31-3500 和歌山県新宮市佐野 ３－１１－１９
和歌山県紀の川市 ココカラファイン 貴志川店 0736-65-3460 和歌山県紀の川市貴志川町神戸 字野手　１９１－１
和歌山県紀の川市 ココカラファイン 桃山店 0736-88-0056 和歌山県紀の川市桃山町市場 ４４６
和歌山県紀の川市 ココカラファイン粉河店 0736-73-6277 和歌山県紀の川市東野２０９番１
和歌山県岩出市 ミレニアシティ 岩出ＳＣ店 0736-61-2000 和歌山県岩出市中迫字塚本１４７



和歌山県岩出市 ジップドラッグ東洋 岩出薬局 0736-69-2523 和歌山県岩出市野上野９８－３
和歌山県岩出市 ジップドラッグ 岩出大町店 0736-69-5430 和歌山県岩出市大町 字大町後５８－１
和歌山県日高郡みなべ町ココカラファイン みなべ店 0739-72-1021 和歌山県日高郡みなべ町 東吉田１５５－３
和歌山県西牟婁郡上富田町スーパーセンターオークワ 上富田店 0739-47-6800 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来 １５４－１
（以上）


