
都道府県 市区町村 店名 電話番号 住所

埼玉県 さいたま市西区 ドラッグスギ 土屋店 048-626-2351 埼玉県さいたま市西区土屋 １２ー２
埼玉県 さいたま市西区 ウエルシアさいたま佐知川店 048-620-5533 埼玉県さいたま市西区佐知川 ２０番地４
埼玉県 さいたま市西区 ドラッグスギ 指扇店 048-625-9991 埼玉県さいたま市西区大字土屋 ５６５
埼玉県 さいたま市西区 ドラッグスギ 宝来店 048-626-0861 埼玉県さいたま市西区宝来 １３７８ー４０
埼玉県 さいたま市北区 ジャパン 大宮植竹店 048-668-7575 埼玉県さいたま市北区植竹町 １ー３３６ー１
埼玉県 さいたま市北区 ウエルシア薬局 さいたま土呂店 048-662-5433 埼玉県さいたま市北区土呂 １ー５９ー３
埼玉県 さいたま市北区 ドン・キホーテ 大宮店 048-668-6511 埼玉県さいたま市北区東大成町 ２ー６８５
埼玉県 さいたま市北区 薬マツモトキヨシ ステラタウン店 048-653-3332 埼玉県さいたま市北区宮原町 １丁目８５４番地１

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

埼玉県 さいたま市北区 ウエルシア さいたま宮原４丁目店 048-661-5601 埼玉県さいたま市北区宮原町 ４ー９ー１
埼玉県 さいたま市北区 イトーヨーカドー 大宮宮原店 048-654-3111 埼玉県さいたま市北区宮原町 １－８５４－１
埼玉県 さいたま市大宮区 ジャパン 大宮大成店 048-667-8080 埼玉県さいたま市大宮区大成町 ３ー３６２ー１
埼玉県 さいたま市大宮区 ジャパン 大宮三橋店 048-658-5655 埼玉県さいたま市大宮区三橋 ２丁目９３３番地１
埼玉県 さいたま市大宮区 マツモトキヨシ マツモトキヨシ大宮店 048-643-6911 埼玉県さいたま市大宮区 大門町１ー９２ー３
埼玉県 さいたま市大宮区 ドラッグストアマツモトキヨシ さいたま櫛引店 048-668-1880 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町 １ー２９４
埼玉県 さいたま市大宮区 薬マツモトキヨシ 大宮駅前通り店 048-657-3005 埼玉県さいたま市大宮区大門町 １丁目２０番地
埼玉県 さいたま市大宮区 薬マツモトキヨシ コクーンシティ店 048-600-3666 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 ４丁目２６７ー２
埼玉県 さいたま市大宮区 ヨドバシカメラ マルチメディアさいたま新都心駅 048-645-1010 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 ４丁目２６３ー６
埼玉県 さいたま市大宮区 ウエルシア ダイエー大宮店 048-657-6200 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 ２ー３
埼玉県 さいたま市大宮区 イトーヨーカドー 新大宮店 048-641-7111 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 ４ー２６３ー１
埼玉県 さいたま市見沼区 セイジョー大宮七里店 048-686-0903 埼玉県さいたま市見沼区新堤 ７９ー１
埼玉県 さいたま市見沼区 薬マツモトキヨシ 東大宮東口店 048-687-3481 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 ５丁目４４ー１ ＴＡＫビル１Ｆ
埼玉県 さいたま市見沼区 ウエルシア　東大宮店 048-689-9428 埼玉県さいたま市見沼区春野２ー ７パトリア東大宮内
埼玉県 さいたま市見沼区 ウエルシア薬局さいたま深作店 048-682-6001 埼玉県さいたま市見沼区春岡 １－１６－１
埼玉県 さいたま市見沼区 ウエルシア薬局さいたま大和田店 048-682-6721 埼玉県さいたま市見沼区大和田町 ２丁目１２２７－５
埼玉県 さいたま市見沼区 ウエルシア薬局さいたま南中野店 048-681-5505 埼玉県さいたま市見沼区南中野 ８０１－１
埼玉県 さいたま市見沼区 くすりセイジョー大和田店 048-682-7705 埼玉県さいたま市見沼区大和田 １ー１６３４ー２
埼玉県 さいたま市見沼区 スギドラッグ 大宮堀崎店 048-878-8371 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町 ５４８番地１
埼玉県 さいたま市見沼区 ドラッグストアマツモトキヨシ ハレノテラス東大宮 048-680-1500 埼玉県さいたま市見沼区島町 ３９３番地
埼玉県 さいたま市中央区 ドラッグストアセキ 与野鈴谷店 048-851-6200 埼玉県さいたま市中央区鈴谷 ６－６－１６
埼玉県 さいたま市中央区 ドラッグスギ 大戸中通り店 048-834-3915 埼玉県さいたま市中央区新中里 １ー３ー１４
埼玉県 さいたま市桜区 ドラッグストアセキ 与野西堀店 048-851-3300 埼玉県さいたま市桜区西堀 ９－９－２
埼玉県 さいたま市桜区 ドラッグストアセキ 中浦和店 048-710-8200 埼玉県さいたま市桜区西堀 ７ー１６ー１１
埼玉県 さいたま市桜区 ドラッグストアセキ 白鍬店 048-851-3700 埼玉県さいたま市桜区白鍬７５２
埼玉県 さいたま市浦和区 薬マツモトキヨシ 浦和高砂店 048-833-3766 埼玉県さいたま市浦和区高砂 ２ー９ー１

【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。 



埼玉県 さいたま市浦和区 ドラッグスギ 与野駅西口店 048-824-9910
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 １ー１０ー１ グランデュオ北街
区１０４号

埼玉県 さいたま市浦和区 ウエルシア薬局　　浦和木崎店 048-811-1190 埼玉県さいたま市浦和区木崎 １ー７ー２７
埼玉県 さいたま市浦和区 スギ薬局 浦和上木崎店 048-814-2700 埼玉県さいたま市浦和区上木崎 ４ー９ー１５
埼玉県 さいたま市浦和区 スギ薬局 浦和元町店 048-871-1225 埼玉県さいたま市浦和区元町 ２ー２３ー２７
埼玉県 さいたま市浦和区 ドラッグストアマツモトキヨシ 浦和木崎店 048-815-5000 埼玉県さいたま市浦和区上木崎 ２ー１４ー２３
埼玉県 さいたま市浦和区 ココカラファイン 浦和パルコ店 048-611-8132 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町 １１ー１浦和パルコＢー１
埼玉県 さいたま市浦和区 スギ薬局 浦和駅東口店 048-829-7826 埼玉県さいたま市浦和区東仲町 １１番５号 ガーデンビル１階
埼玉県 さいたま市浦和区 薬マツモトキヨシ ビバモールさいたま新都心店 048-815-8060 埼玉県さいたま市浦和区上木崎 １丁目１３番１号
埼玉県 さいたま市南区 ドラッグストアマツモトキヨシ 浦和大谷口店 048-883-5535 埼玉県さいたま市南区大谷口 １２７４ー２
埼玉県 さいたま市南区 ウエルシア薬局　中浦和店 048-710-5501 埼玉県さいたま市南区鹿手袋２
埼玉県 さいたま市南区 ドラッグストアセキ 曲本店 048-710-7800 埼玉県さいたま市南区曲本 ４－１４－２
埼玉県 さいたま市南区 ウエルシア薬局武蔵浦和店 048-872-8170 埼玉県さいたま市南区沼影 １－１３－１
埼玉県 さいたま市南区 薬マツモトキヨシ ビーンズ武蔵浦和店 048-865-5977 埼玉県さいたま市南区別所 ７ー１２ー１
埼玉県 さいたま市南区 ドラッグスギ 白幡店 048-839-2585 埼玉県さいたま市南区白幡 ６ー１３ー８
埼玉県 さいたま市南区 ドラッグスギ 南浦和店 048-813-6965 埼玉県さいたま市南区浦和 ３ー３５ー４
埼玉県 さいたま市南区 ココカラファインまるひろ南浦和店 048-844-8577 埼玉県さいたま市南区南本町 １ー７ー４まるひろ南浦和店２Ｆ
埼玉県 さいたま市緑区 ドラッグストアセキ 東浦和店 048-810-5370 埼玉県さいたま市緑区東浦和 ６ー１４ー８
埼玉県 さいたま市緑区 ドラッグスギ 浦和大牧店 048-876-3374 埼玉県さいたま市緑区東浦和 ３ー１５ー３
埼玉県 さいたま市緑区 ドラッグストアマツモトキヨシ 浦和大間木店 048-810-6611 埼玉県さいたま市緑区大間木 ５１８ー１
埼玉県 さいたま市緑区 ウエルシアさいたま原山店 048-811-2050 埼玉県さいたま市緑区原山１丁目 ２８番２８号
埼玉県 さいたま市緑区 ウエルシア さいたま原山２号店 048-811-1900 埼玉県さいたま市緑区原山 １ー７２
埼玉県 さいたま市緑区 ドラッグストアセキ 東大門店 048-812-1800 埼玉県さいたま市緑区東大門 ３丁目１番地６
埼玉県 さいたま市岩槻区 ドラッグストアセキ 岩槻太田店 048-749-8220 埼玉県さいたま市岩槻区太田 ２ー１ー１７

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

埼玉県 さいたま市岩槻区 ドラッグストアセキ 東岩槻店 048-795-2877 埼玉県さいたま市岩槻区諏訪 １－２－３
埼玉県 さいたま市岩槻区 ドラッグストアセキ 岩槻本宿店 048-790-0320 埼玉県さいたま市岩槻区本宿 １２８－３

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

埼玉県 さいたま市岩槻区 ドラッグストアセキ 岩槻城南店 048-791-3900 埼玉県さいたま市岩槻区城南 ５丁目７番１号
埼玉県 さいたま市岩槻区 ウエルシア 岩槻西町店 048-749-8530 埼玉県さいたま市岩槻区西町 ５丁目５９４５
埼玉県 さいたま市岩槻区 ドラッグストアマツモトキヨシ ウニクス浦和美園店 048-791-1010 埼玉県さいたま市岩槻区美園東 ２丁目１７番１３号
埼玉県 さいたま市岩槻区 ドラッグストアセキ 浦和美園店 048-791-1400 埼玉県さいたま市岩槻区美園東 二丁目１４番地１２
埼玉県 川越市 ウエルシア川越的場店 049-239-7191 埼玉県川越市的場１ー１５ー９
埼玉県 川越市 薬マツモトキヨシ 川越クレアモール店 0492-26-1002 埼玉県川越市新富町２ー５ー１７
埼玉県 川越市 ウエルシア薬局　川越仙波店 049-227-5290 埼玉県川越市仙波町３ー１ー２
埼玉県 川越市 スギ薬局 川越山田店 049-228-5200 埼玉県川越市山田２０４２ー１
埼玉県 川越市 スギ薬局 川越南古谷店 049-230-4600 埼玉県川越市泉町４ー３
埼玉県 川越市 薬マツモトキヨシ ベーセベージェ店 049-226-4554 埼玉県川越市脇田町２４ー９ エキア川越
埼玉県 川越市 ドラッグストアセキ 南古谷店 049-230-1720 埼玉県川越市大字並木 ８５４－６
埼玉県 川越市 ドラッグストアセキ 新河岸店 049-249-8100 埼玉県川越市大字砂新田９３

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

049-237-8222 埼玉県川越市的場新町 ２１番地１０

埼玉県 川越市 ドラッグストアセキ 鶴ヶ島店 049-239-0015 埼玉県川越市鯨井新田４０ー２
埼玉県 川越市 ウエルシア川越新宿店 049-249-0260 埼玉県川越市新宿町６丁目 ２７番地５



埼玉県 川越市 ウエルシア鶴ヶ島駅西口店 049-237-5811 埼玉県川越市大字鯨井新田 ３番地１
埼玉県 川越市 スギ薬局 ウニクス川越店 049-257-6377 埼玉県川越市新宿町 １ー１７ー１
埼玉県 熊谷市 ドラッグストアマツモトキヨシ イール妻沼店 048-589-0868 埼玉県熊谷市弥藤吾 字下田道上１１２０ー１
埼玉県 熊谷市 ウエルシア　熊谷籠原薬局 0485-30-3321 埼玉県熊谷市別府１ー４６
埼玉県 熊谷市 ドラッグストアセキ 熊谷銀座店 048-520-2760 埼玉県熊谷市銀座 ５ー２ー２６
埼玉県 熊谷市 ウエルシア薬局熊谷赤城店 048-529-7330 埼玉県熊谷市赤城町３－１－３５
埼玉県 熊谷市 ドラッグストアマツモトキヨシ 籠原南店 048-532-6566 埼玉県熊谷市新堀新田６７３
埼玉県 熊谷市 ドラッグストアマツモトキヨシ 熊谷広瀬店 048-527-8827 埼玉県熊谷市広瀬１３２
埼玉県 熊谷市 ドラッグストアセキ 熊谷円光店 048-599-1900 埼玉県熊谷市円光 １－１４－７

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

埼玉県 熊谷市 スギドラッグ 熊谷新島店 048-594-9702 埼玉県熊谷市新島２５２番地１
埼玉県 熊谷市 ドラッグストアセキ 熊谷太井店 048-599-0500 埼玉県熊谷市太井字堂免 １４３７番地１
埼玉県 川口市 ジャパン 川口西新井宿店 048-286-4747 埼玉県川口市西新井宿３３３ー３
埼玉県 川口市 ウエルシア川口芝薬局 048-263-6787 埼玉県川口市芝３丁目１２ー１
埼玉県 川口市 ドラッグストアセキ 鳩ヶ谷店 048-288-0180 埼玉県川口市坂下町３ー１３ー６
埼玉県 川口市 トウブドラッグ並木店 048-240-1520 埼玉県川口市並木３ー４ー１
埼玉県 川口市 ドラッグストアマツモトキヨシ 川口朝日店 048-224-7151 埼玉県川口市朝日２ー２ー１５
埼玉県 川口市 ウエルシア薬局川口栄町店 048-241-5412 埼玉県川口市栄町１ー１９ー１５
埼玉県 川口市 ドラッグストアセキ 芝下店 048-263-1070 埼玉県川口市芝下２ー４ー２６
埼玉県 川口市 ドラッグストアマツモトキヨシ 川口前川店 048-262-5500 埼玉県川口市前川町 ２ー２２ー４０
埼玉県 川口市 スギ薬局 上青木店 048-250-2115 埼玉県川口市上青木西１丁目 １９ー９
埼玉県 川口市 スギ薬局 川口元郷店 048-227-7711 埼玉県川口市元郷五丁目 １１番地１３
埼玉県 川口市 ドラッグストアセキ 東本郷店 048-287-7720 埼玉県川口市大字東本郷 １０９０ー１
埼玉県 川口市 スギ薬局 川口差間店 048-290-6855 埼玉県川口市差間３ー３８ー１
埼玉県 川口市 ウエルシア薬局東川口店 048-290-2533 埼玉県川口市東川口４丁目 ２１番６番地
埼玉県 川口市 ココカラファイン川口店 048-227-4180 埼玉県川口市川口１ー１ー１ キュポラ・川口本館棟２Ｆ
埼玉県 川口市 ドラッグセガミ 東川口店 048-291-5888 埼玉県川口市東川口２－２－３
埼玉県 川口市 スギ薬局 中青木店 048-240-2101 埼玉県川口市中青木２丁目 ９ー８
埼玉県 川口市 薬マツモトキヨシ 川口東口店 048-242-0051 埼玉県川口市栄町３丁目 ９番１１号　リーヴァビル１階
埼玉県 川口市 スギドラッグ ミエル川口店 048-229-4125 埼玉県川口市本町 二丁目７番２５号 ミエル川口店内
埼玉県 川口市 イトーヨーカドー アリオ川口店 048-257-0111 埼玉県川口市並木元町１ー７９
埼玉県 行田市 ウエルシア行田佐間薬局 048-564-2151 埼玉県行田市佐間１ー５ー５
埼玉県 行田市 スギドラッグ 行田門井店 048-594-8156 埼玉県行田市門井町 ２丁目３番地１５
埼玉県 行田市 マルエドラッグ行田藤原店 048-554-2200 埼玉県行田市藤原２ー１ー４
埼玉県 行田市 マルエドラッグ行田持田店 048-554-5711 埼玉県行田市持田３ー１８０５ー ４
埼玉県 秩父市 ウエルシア秩父黒谷店 0494-27-0811 埼玉県秩父市黒谷１０８０
埼玉県 秩父市 ドラッグストアマツモトキヨシ 秩父影森店 0494-22-6787 埼玉県秩父市下影森７３８ー８
埼玉県 秩父市 ドラッグストアマツモトキヨシ 秩父大野原店 0494-25-0666 埼玉県秩父市大野原字宿西 ６９５ー２
埼玉県 秩父市 ドラッグストアセキ 秩父店 0494-27-3200 埼玉県秩父市宮側町１０番７号
埼玉県 所沢市 薬マツモトキヨシ 所沢Ｐａｒｔ１店 0429-39-1411 埼玉県所沢市日吉町２ー１
埼玉県 所沢市 ドラッグストアマツモトキヨシ 所沢緑町店 042-924-8131 埼玉県所沢市緑町３ー１５ー１
埼玉県 所沢市 スギ薬局 東所沢駅前店 04-2951-4100 埼玉県所沢市東所沢和田 ２ー１ー１２
埼玉県 所沢市 スギ薬局 所沢北原店 04-2997-5680 埼玉県所沢市北原町１４０４
埼玉県 所沢市 スギ薬局 所沢山口店 04-2929-8730 埼玉県所沢市小手指台２３番地１ マミーマート内
埼玉県 所沢市 スギ薬局 所沢牛沼店 04-2991-3251 埼玉県所沢市牛沼２４５ー３



埼玉県 所沢市 スギ薬局 所沢航空公園店 04-2991-1731 埼玉県所沢市並木町３ー１ 第６号棟　第１０１号室
埼玉県 所沢市 ドラッグストアセキ 小手指南店 04-2938-3600 埼玉県所沢市小手指南 ３ー２７ー４０
埼玉県 所沢市 ドラッグストアマツモトキヨシ 西所沢店 04-2929-5023 埼玉県所沢市西所沢１丁目 ３番５号
埼玉県 所沢市 ドラッグストアセキ 小手指町店 04-2929-0600 埼玉県所沢市小手指町 １丁目３３番１９号
埼玉県 所沢市 ウエルシア所沢下安松店 04-2951-2321 埼玉県所沢市大字下安松 ９６３番地の３
埼玉県 所沢市 薬マツモトキヨシ 所沢プロペ通り店 04-2903-8520 埼玉県所沢市日吉町４ー３
埼玉県 所沢市 ドラッグストアセキ 宮本町店 04-2903-2100 埼玉県所沢市宮本町二丁目 ２３番地３０
埼玉県 所沢市 ドラッグストアセキ 中富南店 04-2990-1200 埼玉県所沢市中富南 ２丁目２５番地の５
埼玉県 飯能市 ウエルシア薬局　飯能柳町店 042-983-0310 埼玉県飯能市柳町１５ー６
埼玉県 飯能市 ドラッグストアマツモトキヨシ コピオ飯能新光店 042-971-5502 埼玉県飯能市新光１ー５
埼玉県 加須市 ウエルシア　加須店 0480-63-0308 埼玉県加須市大門町２０ー５８ 加須カタクラパーク内
埼玉県 加須市 スギドラッグ 加須店 0480-53-7591 埼玉県加須市川口１ー７ー６
埼玉県 本庄市 ジャパン 本庄東台店 0495-25-7600 埼玉県本庄市東台２丁目 ５番２７号
埼玉県 本庄市 ウエルシア児玉薬局 0495-73-1156 埼玉県本庄市児玉町吉田林３８０ ー１
埼玉県 本庄市 ウエルシア薬局　本庄西五十子店 0495-27-6271 埼玉県本庄市西五十子５８街区他
埼玉県 本庄市 スギドラッグ ベスタ本庄店 0495-27-2201 埼玉県本庄市寿３ー５ー１９
埼玉県 本庄市 ウエルシア 本庄児玉南店 0495-72-7381 埼玉県本庄市児玉町児玉 ３０８番地３
埼玉県 東松山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 東松山六反町店 0493-25-1310 埼玉県東松山市六反町１ー１
埼玉県 東松山市 ウエルシア東松山ライフガーデン店 0493-31-1115 埼玉県東松山市あずま町４丁目 ８番３

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

埼玉県 春日部市 ウエルシア春日部一の割薬局 048-735-4739 埼玉県春日部市一ノ割１ー１１ー ２０
埼玉県 春日部市 ドラッグストアセキ 南桜井店 048-745-2565 埼玉県春日部市米島字原 １０００ー１
埼玉県 春日部市 ドラッグストアセキ 豊春店 048-755-1269 埼玉県春日部市道口蛭田 １８０－１
埼玉県 春日部市 ドラッグストアマツモトキヨシ 北春日部店 048-763-6280 埼玉県春日部市栄町２ー２７４
埼玉県 春日部市 ドラッグストアセキ 一ノ割店 048-731-5346 埼玉県春日部市備後東 １ー２１ー３
埼玉県 春日部市 ウエルシア薬局春日部藤塚店 048-731-7941 埼玉県春日部市大字藤塚２３７１ ー１
埼玉県 春日部市 ドラッグストアセキ 武里店 048-733-1200 埼玉県春日部市大場１２７７ー１
埼玉県 春日部市 ウエルシア薬局　春日部八丁目店 048-753-2371 埼玉県春日部市小渕１０７ー４
埼玉県 春日部市 薬マツモトキヨシ ララガーデン春日部店 048-733-3556 埼玉県春日部市南１ー１ー１ １階１０３０
埼玉県 春日部市 パワードラッグＯＮＥ’Ｓ 春日部店 048-753-2272 埼玉県春日部市中央１ー１ー１ ＴＫ春日部ビル１Ｆ
埼玉県 春日部市 ウエルシア春日部谷原店 048-739-7161 埼玉県春日部市谷原３ー１８
埼玉県 春日部市 スギドラッグ ベルク春日部緑町店 048-739-5501 埼玉県春日部市緑町 ３ー１１ー２４
埼玉県 春日部市 ウエルシア 春日部武里店 048-739-3075 埼玉県春日部市大畑 ５２４ー７
埼玉県 春日部市 イトーヨーカドー 春日部店 048-763-3111 埼玉県春日部市中央１ー１３ー１
埼玉県 狭山市 スギ薬局 北入曽店 04-2950-5850 埼玉県狭山市北入曽７２０ー１
埼玉県 狭山市 ウエルシア薬局　狭山北入曽店 042-950-0921 埼玉県狭山市北入曽６８８ー１
埼玉県 狭山市 ドラッグストアマツモトキヨシ ベスタ狭山店 04-2958-0301 埼玉県狭山市入間川１０２５
埼玉県 狭山市 スギ薬局 狭山店 04-2954-7125 埼玉県狭山市広瀬東２丁目 ４１ー１ ヤオコー狭山店２階
埼玉県 狭山市 薬マツモトキヨシ エミオ狭山市店 04-2999-5001 埼玉県狭山市祇園 ４ー５５
埼玉県 羽生市 ウエルシア薬局イオンモール羽生店 048-560-2189 埼玉県羽生市川崎２－２８１－３ イオンモール羽生１Ｆ
埼玉県 羽生市 セレクトコスメショップ　ｅｓｐｏｉｒ 048-560-1075 埼玉県羽生市川崎２丁目 ２８１－３イオンモール羽生１階
埼玉県 鴻巣市 ドラッグストアマツモトキヨシ 鴻巣店 048-543-5930 埼玉県鴻巣市逆川２ー１９５ー１
埼玉県 鴻巣市 ドラッグストアセキ 鴻巣栄町店 048-540-6780 埼玉県鴻巣市栄町７ー１８
埼玉県 鴻巣市 ドラッグストアマツモトキヨシ 七本木店 0495-34-0818 埼玉県児玉郡上里町大字七本木 ２５６０ー４



埼玉県 鴻巣市
薬マツモトキヨシ エルミこうのすショッピングモー
ル店

048-543-8227 埼玉県鴻巣市本町１ー１ー２

埼玉県 鴻巣市 スギドラッグ 吹上富士見店 048-547-2611 埼玉県鴻巣市吹上富士見 ２丁目１ー３２
埼玉県 鴻巣市 スギドラッグ 鴻巣店 048-547-0080 埼玉県鴻巣市北新宿２２５ー１ ウニクス鴻巣店内
埼玉県 鴻巣市 ドラッグストアセキ 鴻巣免許センター前店 048-540-3200 埼玉県鴻巣市鴻巣７２４ー１
埼玉県 鴻巣市 スギドラッグ 鴻巣本町店 048-594-6852 埼玉県鴻巣市本町 ３丁目１番１０号 青木ハイツ１階
埼玉県 鴻巣市 ユニー アピタ　吹上店 0485-47-1771 埼玉県鴻巣市袋９０ー１
埼玉県 深谷市 ホームマートセキチュー 花園店 0485-84-5645 埼玉県深谷市荒川８３９
埼玉県 深谷市 ウエルシア　深谷東大沼店 0485-75-4500 埼玉県深谷市東大沼３０９
埼玉県 深谷市 ウエルシア　深谷上野台店 048-570-4133 埼玉県深谷市上野台 ２８７０－２
埼玉県 深谷市 スギ薬局 深谷上柴店 048-570-5200 埼玉県深谷市上柴町西 ３ー２２ー５
埼玉県 深谷市 ウエルシア 深谷上柴西店 048-551-7125 埼玉県深谷市上柴町 ３ー１７ー１６
埼玉県 深谷市 クスリのアオキ 田谷店 048-501-2330 埼玉県深谷市田谷 １０１番１
埼玉県 深谷市 クスリのアオキ 上柴東店 048-577-7517 埼玉県深谷市上柴町東 ３丁目５番地３
埼玉県 深谷市 イトーヨーカドー 深谷店 0485-72-6611 埼玉県深谷市上柴町西 ４－２－１４
埼玉県 上尾市 ドン・キホーテ北上尾ＰＡＰＡ店 048-779-3601 埼玉県上尾市緑丘 ３ー３ー１１ー１
埼玉県 上尾市 ドラッグストアマツモトキヨシ 上尾井戸木店 048-772-3271 埼玉県上尾市井戸木１ー５
埼玉県 上尾市 ウエルシア　上尾栄薬局 048-772-1059 埼玉県上尾市栄町１ー７
埼玉県 上尾市 ウエルシア　上尾本町店 048-776-0438 埼玉県上尾市本町５ー３５３
埼玉県 上尾市 ドラッグストアセキ 平塚店 048-778-0180 埼玉県上尾市平塚８４８－２
埼玉県 上尾市 ドラッグスギ 中妻店 048-776-3590 埼玉県上尾市中妻 ３ー１１ー１９
埼玉県 上尾市 ドラッグスギ 井戸木店 048-787-2909 埼玉県上尾市井戸木２ー３８ー４
埼玉県 上尾市 ドラッグスギ 上町二丁目店 048-777-6025 埼玉県上尾市上町２ー３ー１
埼玉県 上尾市 スギドラッグ 上尾春日店 048-778-1931 埼玉県上尾市春日１ー３４ー３０
埼玉県 上尾市 薬マツモトキヨシ 上尾ショーサン通り店 048-779-2271 埼玉県上尾市谷津 ２丁目１番２５号 ショーサン上尾ビル
埼玉県 上尾市 ドラッグストアマツモトキヨシ 上尾小泉店 048-780-3031 埼玉県上尾市小泉１丁目 １０番地８号
埼玉県 上尾市 ウエルシア上尾上店 048-778-1788 埼玉県上尾市大字上８５番地１
埼玉県 上尾市 スギ薬局 丸広上尾店 048-871-9252 埼玉県上尾市宮本町１番１号 丸広上尾店１階
埼玉県 上尾市 イトーヨーカドー 上尾駅前店 048-776-2800 埼玉県上尾市谷津２丁目１番１号
埼玉県 上尾市 イトーヨーカドー アリオ上尾店 048-726-0111 埼玉県上尾市大字１丁目 ３６７番地
埼玉県 草加市 ドラッグストアマツモトキヨシ 草加青柳店 0489-36-0715 埼玉県草加市青柳７ー２０
埼玉県 草加市 薬マツモトキヨシ 草加店 0489-27-4425 埼玉県草加市高砂２ー１６ー９
埼玉県 草加市 ドラッグストアマツモトキヨシ 谷塚駅前店 048-925-7570 埼玉県草加市瀬崎町７７ー１
埼玉県 草加市 ウエルシア薬局　草加青柳店 048-933-0529 埼玉県草加市青柳５ー２２ー２８
埼玉県 草加市 ウエルシア薬局　草加金明店 048-933-0557 埼玉県草加市金明町 ２１８－１
埼玉県 草加市 ドラッグストアセキ 草加原町店 048-946-2220 埼玉県草加市原町 ２－３－６７
埼玉県 草加市 ドラッグストアセキ 清門町店 048-946-3900 埼玉県草加市清門 三丁目３５番地４
埼玉県 草加市 ココカラファイン草加丸井店 048-929-6138 埼玉県草加市高砂２ー９ー１ 丸井草加店１Ｆ
埼玉県 草加市 ウエルシア薬局草加原町店 048-946-5011 埼玉県草加市原町３ー１４ー４１
埼玉県 草加市 ドラッグストアセキ 新里町店 048-920-3980 埼玉県草加市新里町７２９番地１
埼玉県 草加市 ドラッグストアセキ 新善町店 048-946-0100 埼玉県草加市新善町４９５番地１
埼玉県 草加市 ウエルシア 草加稲荷町店 048-933-2144 埼玉県草加市稲荷 三丁目５番２６号
埼玉県 草加市 ウエルシア 草加柳島店 048-920-1912 埼玉県草加市柳島町６４５ー３
埼玉県 草加市 イトーヨーカドー 草加店 0489-22-6111 埼玉県草加市高砂２ー７ー１
埼玉県 越谷市 ドラッグストアマツモトキヨシ 蒲生茜町店 0489-85-0900 埼玉県越谷市蒲生茜町２１ー１１
埼玉県 越谷市 ドラッグストアセキ 千間台店 048-979-4004 埼玉県越谷市千間台東 ３ー２８ー７



埼玉県 越谷市 薬マツモトキヨシ 東急北越谷店 0489-71-0681 埼玉県越谷市大沢３ー６ー１
埼玉県 越谷市 トウブドラッグ東蒲生店 048-986-3115 埼玉県越谷市蒲生旭町９ー６
埼玉県 越谷市 トウブドラッグ越谷店 0489-63-8140 埼玉県越谷市弥生町４ー４４ 越谷駅ファイン越谷店
埼玉県 越谷市 ウエルシア　越谷宮本町店 048-969-6908 埼玉県越谷市宮本町１ー１７８
埼玉県 越谷市 ドラッグストアセキ 大袋店 048-973-5500 埼玉県越谷市大字大道 ６５７ー２
埼玉県 越谷市 ドラッグストアマツモトキヨシ ピアシティ越谷大袋 048-970-0110 埼玉県越谷市大道７１５
埼玉県 越谷市 ウエルシア調剤薬局東越谷店 048-967-8801 埼玉県越谷市東越谷 ７ー７８ー１
埼玉県 越谷市 薬マツモトキヨシ 新越谷ヴァリエ店 048-990-5041 埼玉県越谷市南越谷１ー１１ー４ 新越谷ヴァリエ１階
埼玉県 越谷市 エレガンテ 048-971-8507 埼玉県越谷市北越谷２丁目 ３９ー２０ サープラスⅡ１０１号
埼玉県 蕨市 薬マツモトキヨシ 蕨西口店 048-431-0811 埼玉県蕨市中央３ー２ー５
埼玉県 蕨市 ウエルシア薬局　蕨塚越店 048-447-6613 埼玉県蕨市塚越５ー６ー３５
埼玉県 蕨市 薬マツモトキヨシ 蕨店 048-446-5757 埼玉県蕨市塚越１丁目６番１号
埼玉県 蕨市 スギ薬局 蕨南店 048-420-7711 埼玉県蕨市南町１ー８ー７
埼玉県 蕨市 イトーヨーカドー 錦町店 048-446-4411 埼玉県蕨市錦町１ー１２ー１
埼玉県 戸田市 スギ薬局 戸田下前店 048-420-7510 埼玉県戸田市下前２ー１ー１２ ヨークマート内
埼玉県 戸田市 ドラッグスギ 戸田笹目店 048-422-8912 埼玉県戸田市笹目 ６ー３ー８
埼玉県 戸田市 ウエルシア戸田新曽店 048-420-7202 埼玉県戸田市新曽１８０３

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

埼玉県 戸田市 スギドラッグ 戸田喜沢店 048-446-6581 埼玉県戸田市喜沢 １丁目２４番地２４
埼玉県 入間市 ウエルシア薬局　武蔵藤沢店 04-2901-0666 埼玉県入間市東藤沢３ー４ー５
埼玉県 入間市 スギ薬局 入間駅前店 04-2901-7005 埼玉県入間市豊岡１丁目 ４番１０号
埼玉県 入間市 ウエルシア　入間扇台店 04-2901-0005 埼玉県入間市扇台２ー５８
埼玉県 入間市 ドラッグストアセキ 武蔵藤沢店 04-2901-1200 埼玉県入間市大字下藤沢 ７５３ー１
埼玉県 朝霞市 ウエルシア薬局　朝霞根岸台店 048-451-5060 埼玉県朝霞市根岸台６ー８ー５７
埼玉県 朝霞市 ウエルシア薬局 朝霞駅東口店 048-450-7727 埼玉県朝霞市根岸台５－５－３
埼玉県 朝霞市 ドラッグスギ あさか栄店 048-468-8335 埼玉県朝霞市栄町５ー１ー２０
埼玉県 志木市 ココカラファイン マルイファミリー志木店 048-471-3268 埼玉県志木市本町５ー２６ー１ マルイファミリー志木店１階
埼玉県 志木市 ドラッグストアセキ 中宗岡店 048-470-2300 埼玉県志木市中宗岡４丁目 ５番３６号
埼玉県 和光市 スギ薬局 和光店 048-451-3833 埼玉県和光市白子３ー１７ー３０
埼玉県 和光市 ウエルシア和光丸山台店 048-458-4333 埼玉県和光市丸山台２ー１１ー１
埼玉県 和光市 イトーヨーカドー 和光店 048-468-7111 埼玉県和光市丸山台 １ー９ー３
埼玉県 新座市 ジャパン 新座店 048-482-8800 埼玉県新座市畑中２ー４ー３５
埼玉県 新座市 ドラッグストアマツモトキヨシ 新座駅前店 048-483-0190 埼玉県新座市野火５ー８２１
埼玉県 新座市 ドラッグストアセキ 野火止店 048-480-0850 埼玉県新座市野火止 ８－１７－２８
埼玉県 新座市 ＰｉｕＭａｇｉエキア志木店 048-486-3750 埼玉県新座市東北２ー３８ー１０
埼玉県 桶川市 ドラッグストアセキ 上日出谷店 048-789-5110 埼玉県桶川市上日出谷 ６５０ー２

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

埼玉県 久喜市 ドラッグストアセキ 久喜吉羽店 0480-22-5466 埼玉県久喜市吉羽２ー３５ー２
埼玉県 久喜市 ウエルシア菖蒲店 0480-87-2007 埼玉県久喜市菖蒲町三箇５２９
埼玉県 久喜市 薬マツモトキヨシ 東武久喜駅店 0480-29-3001 埼玉県久喜市中央２ー１ー１
埼玉県 久喜市 ドラッグストアセキ 菖蒲店 0480-87-0700 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲 ５７０－１
埼玉県 久喜市 ドラッグストアセキ 久喜青葉店 0480-29-3000 埼玉県久喜市青葉 ４ー２９ー１
埼玉県 久喜市 ドラッグストアセキ 久喜青毛店 0480-26-5100 埼玉県久喜市青毛１丁目 ６番２１号
埼玉県 久喜市 薬マツモトキヨシ モラージュ菖蒲店 0480-87-3339 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲 ６００５番地１



埼玉県 久喜市 化粧専科ａ－ｔｅａｍ 0480-24-0480 埼玉県久喜市中央１－１－２０
埼玉県 久喜市 イトーヨーカドー 久喜店 0480-22-5311 埼玉県久喜市中央４ー９ー１１
埼玉県 久喜市 イトーヨーカドー 鷲宮店 0480-58-5325 埼玉県久喜市久本寺谷田７番地１
埼玉県 北本市 ドラッグストアセキ 東間店 048-540-6350 埼玉県北本市東間７ー２２５ー１
埼玉県 北本市 ドラッグストアセキ 北本本町店 048-590-7272 埼玉県北本市本町４－７９
埼玉県 北本市 スギドラッグ とりせん北本店 048-598-4755 埼玉県北本市北中丸 １丁目７５ー１
埼玉県 北本市 スギドラッグ 北本南店 048-578-8727 埼玉県北本市下石戸 七丁目３７番地
埼玉県 北本市 ドラッグストアセキ 二ツ家店 048-590-2200 埼玉県北本市二ツ家 ４丁目１４３番地１
埼玉県 北本市 ドラッグスギ 北本店 0485-93-3401 埼玉県北本市北本３ー１５７
埼玉県 八潮市 ドラッグストアセキ 八潮店 048-995-1177 埼玉県八潮市緑町４ー６ー２
埼玉県 八潮市 ドラッグストアセキ 八潮中央店 048-998-5150 埼玉県八潮市八潮７ー１８ー２０
埼玉県 八潮市 ドラッグストアマツモトキヨシ フレスポ八潮店 048-997-5575 埼玉県八潮市大瀬８２２ー１
埼玉県 八潮市 どらっぐぱぱす 八潮大瀬店 048-997-9341 埼玉県八潮市大瀬４丁目 １ー１
埼玉県 八潮市 ドラッグストアマツモトキヨシ 八潮伊草店 048-994-3215 埼玉県八潮市伊草５４５
埼玉県 富士見市 ウエルシア薬局 富士見鶴瀬東店 049-275-1251 埼玉県富士見市鶴瀬東 ２ー７ー４３
埼玉県 富士見市 ドラッグストアセキ 羽沢店 049-275-8100 埼玉県富士見市羽沢 ２－１２－１１
埼玉県 富士見市 スギドラッグ 東みずほ台店 049-293-2531 埼玉県富士見市東みずほ台 ２丁目６番地４
埼玉県 富士見市 薬マツモトキヨシ ららぽーと富士見店 049-275-1121 埼玉県富士見市山室 １丁目１３１３番地 １Ｆ　１０９００
埼玉県 富士見市 ウエルシア 富士見鶴馬店 049-268-7551 埼玉県富士見市鶴馬 ３丁目３２番２２号
埼玉県 三郷市 ドラッグストアマツモトキヨシ 新三郷店 0489-57-9231 埼玉県三郷市釆女１ー２２９ー２
埼玉県 三郷市 ドラッグストアセキ 三郷早稲田店 048-950-0104 埼玉県三郷市早稲田８ー１１ー８
埼玉県 三郷市 ドラッグストアセキ 三郷戸ヶ崎店 048-948-0811 埼玉県三郷市戸ヶ崎３ー５９３
埼玉県 三郷市 ドラッグストアマツモトキヨシ 早稲田団地店 048-958-7600 埼玉県三郷市早稲田６ー１ー１
埼玉県 三郷市 ドラッグストアセキ 新三郷店 048-950-2140 埼玉県三郷市南蓮沼２１７ー１
埼玉県 三郷市 ドラッグストアマツモトキヨシ 三郷中央駅前店 048-949-2733 埼玉県三郷市谷中２６３ー１

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

埼玉県 蓮田市 スギドラッグ 蓮田山ノ内店 048-765-8008 埼玉県蓮田市山ノ内７番地１
埼玉県 坂戸市 ウエルシア浅羽野店 0492-84-9996 埼玉県坂戸市浅羽野 １－２－１
埼玉県 坂戸市 ドラッグストアセキ 坂戸石井店 049-288-4100 埼玉県坂戸市大字塚越 １３３８ー３
埼玉県 坂戸市 ウエルシア 坂戸南町店 049-280-8500 埼玉県坂戸市南町５番１２号

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

埼玉県 坂戸市 ウエルシア 坂戸若葉駅東口店 049-288-5131 埼玉県坂戸市千代田 三丁目１５番１号
埼玉県 幸手市 ドラッグストアセキ 幸手店 0480-43-8658 埼玉県幸手市東２ー１９ー２２
埼玉県 幸手市 ドラッグストアセキ 幸手団地店 0480-40-4880 埼玉県幸手市大字上高野 １９３０ー２
埼玉県 鶴ヶ島市 スギ薬局 ワカバウオーク店 049-272-5060 埼玉県鶴ヶ島市富士見１ー２ー１ 北棟１Ｆ
埼玉県 鶴ヶ島市 ドラッグストアセキ 若葉店 049-279-3800 埼玉県鶴ヶ島市富士見 ２丁目３番１号（ヤオコー跡）
埼玉県 鶴ヶ島市 ドラッグストアセキ 藤金店 049-279-7200 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金 ８９７番地５
埼玉県 鶴ヶ島市 ドラッグストアマツモトキヨシ 鶴ヶ丘店 049-279-5010 埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘２７６ー１
埼玉県 鶴ヶ島市 ドラッグストアセキ 脚折町店 049-279-0300 埼玉県鶴ヶ島市脚折町 ６ー４ー３０
埼玉県 日高市 スギドラッグ ヤオコー高麗川店 042-984-2015 埼玉県日高市大字鹿山３０１番地
埼玉県 ふじみ野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 大井町店 0492-61-9301 埼玉県ふじみ野市ふじみ野 ２ー１３ー１
埼玉県 ふじみ野市 ウエルシア薬局大井町中央店 049-278-2731 埼玉県ふじみ野市大井中央 １ー１６ー１
埼玉県 ふじみ野市 スギ薬局 駒林店 049-256-6401 埼玉県ふじみ野市駒林３６０
埼玉県 ふじみ野市 ドラッグストアセキ 鶴ケ舞店 049-278-1100 埼玉県ふじみ野市鶴ケ舞 ２丁目２番１７号



埼玉県 白岡市 ドラッグストアセキ 白岡店 0480-93-3480 埼玉県白岡市千駄野６６１ー１
埼玉県 白岡市 ドラッグスギ 新白岡店 0480-93-7440 埼玉県白岡市新白岡 ３丁目４０番地１
埼玉県 白岡市 ドラッグストアセキ 白岡中央店 0480-90-5511 埼玉県白岡市小久喜 ９８０ー１
埼玉県 白岡市 ウエルシア白岡店 0480-91-6711 埼玉県白岡市白岡１１４３ー１
埼玉県 白岡市 ドラッグストアセキ 白岡西店 0480-93-7245 埼玉県白岡市西六丁目１３番４
埼玉県 北足立郡伊奈町 スギ薬局 伊奈店 048-720-7570 埼玉県北足立郡伊奈町学園 ２ー１８８ー１ ウニクス伊奈店内
埼玉県 北足立郡伊奈町 ウエルシア伊奈栄店 048-720-5530 埼玉県北足立郡伊奈町栄 ６ー６０
埼玉県 北足立郡伊奈町 ウエルシア　伊奈町役場前店 048-720-5330 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 ９４７７番地
埼玉県 入間郡三芳町 スギ薬局 藤久保店 049-274-7870 埼玉県入間郡三芳町藤久保 ８５５－４０３ウニクス三芳店内
埼玉県 入間郡三芳町 ドラッグストアセキ 藤久保店 049-274-5000 埼玉県入間郡三芳町藤久保 ２０１ー１
埼玉県 入間郡毛呂山町 ドラッグストアマツモトキヨシ 毛呂山店 049-295-5500 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷 ２９３ー１
埼玉県 比企郡嵐山町 ドラッグストアセキ 武蔵嵐山店 0493-61-1500 埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷 ４９６番１
埼玉県 比企郡嵐山町 ウエルシア 嵐山東口店 0493-61-0166 埼玉県比企郡嵐山町むさし台 ３丁目２７番１
埼玉県 比企郡小川町 ドラッグストアセキ 小川町店 0493-71-0100 埼玉県比企郡小川町大字小川 ２２番地１号
埼玉県 比企郡川島町 ドラッグストアセキ 川島町店 049-299-0300 埼玉県比企郡川島町大字中山 １９５９番地１
埼玉県 比企郡鳩山町 ドラッグストアセキ 鳩山店 049-298-2200 埼玉県比企郡鳩山町大字今宿 ５２６ー１
埼玉県 秩父郡横瀬町 ウエルシア　秩父横瀬店 0494-27-7100 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬 ４２７３ー１
埼玉県 児玉郡上里町 スギ薬局 ウニクス上里店 0495-35-0810 埼玉県児玉郡上里町大字七本木 ２２７２ー１
埼玉県 児玉郡上里町 クスリのアオキ 七本木店 0495-71-8431 埼玉県児玉郡上里町大字七本木 １９０４番地１
埼玉県 児玉郡上里町 マルエドラッグ上里店 0495-34-3311 埼玉県児玉郡上里町大字神保原 ２２０９ー３
埼玉県 大里郡寄居町 ドラッグストアマツモトキヨシ 寄居店 0485-81-8219 埼玉県大里郡寄居町 大字寄居字常木１６２２ー１
埼玉県 大里郡寄居町 ウエルシア 寄居富田店 048-577-2502 埼玉県大里郡寄居町大字富田 ３２５０番地３
埼玉県 南埼玉郡宮代町 ドラッグストアセキ 姫宮店 0480-31-0963 埼玉県南埼玉郡宮代町川端 ３ー９ー２０
埼玉県 北葛飾郡杉戸町 ドラッグストアセキ 杉戸店 0480-35-0223 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地 ４ー７ー１８
埼玉県 北葛飾郡杉戸町 ドラッグストアセキ 高野台店 0480-31-0390 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西 １－１１－１
埼玉県 北葛飾郡杉戸町 ドラッグストアセキ 下高野店 0480-33-3147 埼玉県北葛飾郡杉戸町 下高野字浅間前３１３ー７３
千葉県 千葉市中央区 なかはら 043-224-5500 千葉県千葉市中央区中央 ３－１８－６
千葉県 千葉市中央区 イトーヨーカドー 蘇我店 043-268-7511 千葉県千葉市中央区川崎町 ５２ー７
千葉県 千葉市中央区 薬マツモトキヨシ 千葉富士見店 043-222-6888 千葉県千葉市中央区富士見町 ２ー５ー１５
千葉県 千葉市中央区 ドラッグストアマツモトキヨシ フォルテ蘇我店 043-268-5017 千葉県千葉市中央区南町 ２丁目５番６号
千葉県 千葉市中央区 ドン・キホーテ 千葉中央店 043-202-4351 千葉県千葉市中央区祐光 ３ー１５９３ー１
千葉県 千葉市中央区 ラオックス 千葉ポート店 043-307-6801 千葉県千葉市中央区問屋町 １番５０号
千葉県 千葉市花見川区 イトーヨーカドー 幕張店 043-274-2512 千葉県千葉市花見川区幕張町 ４丁目４１７ー２５
千葉県 千葉市花見川区 ドラッグストアマツモトキヨシ 宮野木店 043-273-8531 千葉県千葉市花見川区畑町 ４６８ー１
千葉県 千葉市花見川区 ドラッグストアマツモトキヨシ 作新台店 043-216-0020 千葉県千葉市花見川区作新台 ６ー１２ー２４
千葉県 千葉市花見川区 ウエルシア薬局　千葉宮野木台店 043-207-6071 千葉県千葉市花見川区宮野木台 ３ー１
千葉県 千葉市花見川区 ウエルシア　花見川作新台店 043-215-6037 千葉県千葉市花見川区作新台 ２ー１ー１
千葉県 千葉市花見川区 ウエルシア千葉武石店 043-350-3410 千葉県千葉市花見川区武石町 ２ー６１６
千葉県 千葉市花見川区 ドン・キホーテ 幕張店 043-271-9911 千葉県千葉市花見川区幕張町 １ー７７８２ー１
千葉県 千葉市稲毛区 ドラッグストアマツモトキヨシ 千葉作草部店 043-255-3301 千葉県千葉市稲毛区作草部 ２ー１ー１６
千葉県 千葉市稲毛区 ウエルシア薬局　千葉園生店 047-207-5858 千葉県千葉市稲毛区園生町８８０ ー１
千葉県 千葉市稲毛区 ウエルシア薬局　千葉小仲台店 043-207-5252 千葉県千葉市稲毛区小仲台 ７－２０－７
千葉県 千葉市稲毛区 ウエルシア千葉長沼店 043-215-3688 千葉県千葉市稲毛区長沼町 １４６ー１
千葉県 千葉市稲毛区 薬マツモトキヨシ ペリエ稲毛店 043-248-8060 千葉県千葉市稲毛区稲毛東 ３ー１９ー１１
千葉県 千葉市稲毛区 ドラッグストアマツモトキヨシ 千葉山王店 043-420-1164 千葉県千葉市稲毛区山王町 ５７ー１
千葉県 千葉市稲毛区 ドン・キホーテ 長沼店 043-215-1211 千葉県千葉市稲毛区長沼町３３４ ー２



千葉県 千葉市若葉区 ドラッグストアマツモトキヨシ 東寺山店 043-251-4521 千葉県千葉市若葉区東寺山 ５７２ー１４
千葉県 千葉市若葉区 ウエルシア薬局　千葉東寺山店 043-207-5118 千葉県千葉市若葉区東寺山町 ７９０－１
千葉県 千葉市若葉区 ウエルシア薬局千葉桜木店 043-235-6010 千葉県千葉市若葉区桜木 ４－３２８－３７
千葉県 千葉市若葉区 ウエルシア薬局千葉東寺山コープ店 043-290-1051 千葉県千葉市若葉区東寺山町 ４２２－１
千葉県 千葉市若葉区 ウエルシア千葉都賀店 043-214-1101 千葉県千葉市若林区都賀 ３ー２１ー１０
千葉県 千葉市若葉区 薬マツモトキヨシ ラパーク千城台店 043-236-5210 千葉県千葉市若葉区千城台北 ３ー２１ー１ー１ー２０
千葉県 千葉市緑区 コスメガーデンビビ 043-226-9241 千葉県千葉市緑区おゆみ野 ３ー１６ ゆみ～る鎌取１Ｆ１０７
千葉県 千葉市緑区 ドラッグストアマツモトキヨシ あすみが丘店 043-205-0260 千葉県千葉市緑区あすみが丘 ７ー１
千葉県 千葉市緑区 ウエルシア薬局　千葉誉田店 043-226-9781 千葉県千葉市緑区誉田町 ２ー２４ー５４７
千葉県 千葉市緑区 ウエルシア薬局　千葉土気店 043-205-7710 千葉県千葉市緑区 あすみが丘東２－１９－３
千葉県 千葉市緑区 ウエルシア千葉おゆみ野店 043-300-3025 千葉県千葉市緑区おゆみ野３ー１
千葉県 千葉市緑区 ウエルシア千葉高津戸店 043-295-1512 千葉県千葉市緑区高津戸町 ８４ー１２
千葉県 千葉市美浜区 ドラッグストアマツモトキヨシ ミノリア稲毛海岸店 043-204-5122 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸 ２ー３ー９
千葉県 銚子市 コスメサロン新場＋ミニヨン 0479-25-2619 千葉県銚子市三崎町２丁目 ２６６０－１　イオン銚子１Ｆ
千葉県 市川市 ヤスイ薬局本店 047-399-3113 千葉県市川市行徳駅前 １－１３－６
千葉県 市川市 ヤンレイ市川店 047-326-6003 千葉県市川市市川１ー１ー１ ショッピングセンターシャポー １Ｆ
千葉県 市川市 ヘルシーランド　ヤスイ薬局 047-300-4554 千葉県市川市入船１２ー２３
千葉県 市川市 ドラッグストアマツモトキヨシ 市川菅野店 047-326-8400 千葉県市川市菅野５ー１ー１９
千葉県 市川市 ドラッグストアマツモトキヨシ 北国分店 047-372-6620 千葉県市川市堀之内 ３ー６ー１５
千葉県 市川市 ドラッグストアマツモトキヨシ 市川東菅野店 047-326-5363 千葉県市川市東菅野１ー１８ー８
千葉県 市川市 トウブドラッグ行徳店 047-701-0340 千葉県市川市行徳駅前 ４ー２７ー９
千葉県 市川市 ドラッグストアマツモトキヨシ 市川大野店 047-338-0315 千葉県市川市南大野３ー２４ー３
千葉県 市川市 薬マツモトキヨシ 本八幡駅前店 047-378-8625 千葉県市川市南八幡４ー１ー１０
千葉県 市川市 ウエルシア薬局　南行徳駅前店 047-300-2721 千葉県市川市相之川４ー９
千葉県 市川市 ウエルシア薬局　市川堀之内店 047-318-5061 千葉県市川市堀之内 ３－２５－９
千葉県 市川市 ドラッグストアマツモトキヨシ 妙典駅前店 047-701-0075 千葉県市川市妙典４ー４ー２７
千葉県 市川市 ドラッグストアマツモトキヨシ 富浜店 047-390-1515 千葉県市川市富浜１ー７ー４
千葉県 市川市 ウエルシア　市川妙典店 047-701-6005 千葉県市川市妙典 ５ー１３ー３８
千葉県 市川市 ドラッグストアマツモトキヨシ 市川新田店 047-393-6670 千葉県市川市新田２ー３ー１
千葉県 市川市 ドラッグストアマツモトキヨシ 市川行徳店 047-357-5770 千葉県市川市湊新田 １丁目４番２号
千葉県 船橋市 イトーヨーカドー 船橋店 0474-25-1511 千葉県船橋市本町７ー６ー１
千葉県 船橋市 薬マツモトキヨシ 船橋駅前通り店 0474-26-5451 千葉県船橋市本町４ー４２ー１９
千葉県 船橋市 ドラッグストアマツモトキヨシ 船橋芝山店 047-469-8581 千葉県船橋市芝山３ー６ー１
千葉県 船橋市 薬マツモトキヨシ 西船橋店 047-436-5088 千葉県船橋市西船４ー１７ー１０
千葉県 船橋市 ウエルシア　船橋咲が丘薬局 047-407-8055 千葉県船橋市咲が丘４ー１ー１
千葉県 船橋市 ドラッグストアマツモトキヨシ 原木中山店 047-335-8700 千葉県船橋市本中山７ー１９ー３
千葉県 船橋市 ドラッグストアマツモトキヨシ 馬込沢店 047-439-6335 千葉県船橋市藤原７ー１７ー２８
千葉県 船橋市 ウエルシア薬局　習志野台５丁目店 047-496-6977 千葉県船橋市習志野台５ー４０ー ３６
千葉県 船橋市 ウエルシア薬局　船橋前原駅前店 047-490-1777 千葉県船橋市前原西８ー１ー１
千葉県 船橋市 スギ薬局 西船橋駅前店 047-420-1521 千葉県船橋市葛飾町 ２ー３５１
千葉県 船橋市 薬マツモトキヨシ 北習志野駅前店 047-402-1701 千葉県船橋市習志野台２ー１ー６
千葉県 船橋市 薬マツモトキヨシ エポカ高根台店 047-490-2733 千葉県船橋市高根台１ー２ー１
千葉県 船橋市 ドラッグストアマツモトキヨシ 飯山満駅前店 047-456-5565 千葉県船橋市芝山３ー１２ー５１
千葉県 船橋市 ウエルシア船橋新高根店 047-498-1300 千葉県船橋市新高根 ６ー１９ー１８
千葉県 船橋市 ウエルシア船橋夏見１丁目店 047-460-1320 千葉県船橋市夏見 １ー１７ー２２
千葉県 船橋市 スギドラッグ 津田沼駅北店 047-409-8861 千葉県船橋市前原西 ２ー３８ー１０



千葉県 船橋市 スギドラッグ 船橋藤原店 047-712-0900 千葉県船橋市藤原 １ー３ー３０
千葉県 船橋市 ウエルシア薬局船橋田喜野井店 047-456-6566 千葉県船橋市田喜野井６ー２３ー ２
千葉県 船橋市 ドン・キホーテ 西船橋店 047-302-8312 千葉県船橋市本郷町８７４ー１
千葉県 船橋市 くすりセイジョー東船橋店 047-460-5133 千葉県船橋市東船橋３ー１
千葉県 船橋市 くすりセイジョー薬園台店 047-456-6121 千葉県船橋市滝台町１０７ー４８ Ｍ・Ｃ薬園台ビル１Ｆ
千葉県 船橋市 ココカラファイン 下総中山店 047-318-1370 千葉県船橋市本中山２ー１８ー１
千葉県 船橋市 ドラッグセガミ 新船橋店 047-420-3371 千葉県船橋市山手３－７－１ 東武ストア内１Ｆ

千葉県 館山市
ドラッグストアマツモトキヨシ 館山マーケットプレ
イス店

0470-24-7711 千葉県館山市湊１８８ー１

千葉県 館山市 ウエルシア薬局　館山八幡店 0470-20-1210 千葉県館山市八幡６０８－１
千葉県 館山市 ウエルシア 館山安東店 0470-20-3370 千葉県館山市安東 ２２ー１
千葉県 館山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 館山店 0470-20-1021 千葉県館山市下真倉２５５
千葉県 木更津市 シヤロン 0438-25-2288 千葉県木更津市清見台 ２ー６ー２１
千葉県 木更津市 ユニー アピタ　木更津店 0438-97-2710 千葉県木更津市ほたる野４ー２ー ４８
千葉県 木更津市 ドラッグストアマツモトキヨシ 木更津店 0438-20-8155 千葉県木更津市木更津 ３ー２ー１６
千葉県 木更津市 ドラッグストアマツモトキヨシ 清見台東店 0438-30-5233 千葉県木更津市清見台東 ３ー１ー３
千葉県 木更津市 ウエルシア木更津高柳店 0438-40-0662 千葉県木更津市高柳 ２ー３ー２７
千葉県 木更津市 ドン・キホーテ 木更津店 0438-30-6811 千葉県木更津市請西南 ２ー２１ー２
千葉県 松戸市 シドニー松戸店 047-702-7272 千葉県松戸市松戸１１８１ アトレ松戸３Ｆ
千葉県 松戸市 イトーヨーカドー 松戸店 0473-68-5131 千葉県松戸市松戸字向山１１４９ ー１
千葉県 松戸市 イトーヨーカドー 八柱店 0473-87-1121 千葉県松戸市日暮１ー１５ー８
千葉県 松戸市 ウエルシア松戸駅西口店 047-331-1720 千葉県松戸市本町 １９－１７
千葉県 松戸市 ウエルシア　松戸古ヶ崎店 047-703-3288 千葉県松戸市古ヶ崎 ４ー３５７９
千葉県 松戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ 二十世紀が丘店 047-392-6331 千葉県松戸市二十世紀ヶ丘丸山町 ３８ー４
千葉県 松戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ 松戸栄町店 047-331-2200 千葉県松戸市栄町２ー７６ー３
千葉県 松戸市 ウエルシア　松戸元山薬局 047-385-2401 千葉県松戸市五香南１ー１ー５
千葉県 松戸市 ウエルシア　松戸牧の原薬局 047-311-0111 千葉県松戸市常盤平６ー２８ー７
千葉県 松戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ 松戸新田店 047-361-5222 千葉県松戸市松戸新田 ４３２ー１２
千葉県 松戸市 ウエルシア　松戸高塚薬局 047-312-7775 千葉県松戸市高塚新田 ２３２
千葉県 松戸市 トウブドラッグみのり台店 047-703-3162 千葉県松戸市稔台１０１ー１
千葉県 松戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ 八柱駅前店 047-388-6605 千葉県松戸市日暮１ー１５ー１ ２階
千葉県 松戸市 薬マツモトキヨシ 新松戸中央店 047-343-5781 千葉県松戸市新松戸５ー１３７
千葉県 松戸市 ウエルシア薬局　常盤平店 04-7383-0771 千葉県松戸市常盤平４－８－１９
千葉県 松戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ 五香店 047-384-7655 千葉県松戸市五香７ー６６ー１
千葉県 松戸市 ウエルシア薬局　六高台パート２店 047-394-5288 千葉県松戸市六高台７ー２１
千葉県 松戸市 薬マツモトキヨシ 北松戸東口駅前店 047-331-0161 千葉県松戸市上本郷８９７ー３
千葉県 松戸市 ウエルシア薬局　松戸五香店 047-311-8011 千葉県松戸市五香４－２１－１
千葉県 松戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ 六高台店 047-311-5533 千葉県松戸市六高台８ー１１
千葉県 松戸市 薬マツモトキヨシ 新松戸駅前店 047-312-0173 千葉県松戸市新松戸１ー４８３
千葉県 松戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ 五香西店 047-394-0808 千葉県松戸市五香西３ー２ー１
千葉県 松戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ 松戸六実店 047-311-2068 千葉県松戸市六実６ー５ー２
千葉県 松戸市 ウエルシア松戸五香西店 047-394-0530 千葉県松戸市五香西２ー３７ー１
千葉県 松戸市 ウエルシア松戸高塚２号店 047-392-3151 千葉県松戸市高塚新田 ２５１ー１２

千葉県 松戸市
ドラッグストアマツモトキヨシ マミーマート松戸新
田店

047-330-0081 千葉県松戸市松戸新田 ３０ー１

千葉県 松戸市 薬マツモトキヨシ 小金店 047-309-6211 千葉県松戸市小金 ４３５ー１



千葉県 松戸市 ウエルシア　ダイエー松戸西口店 047-312-3581 千葉県松戸市根本４ー２
千葉県 松戸市 ウエルシア松戸樋野口店 047-308-2125 千葉県松戸市樋野口９３２ー１
千葉県 松戸市 薬マツモトキヨシ 松戸西口駅前店 047-312-5523 千葉県松戸市本町１８ー６ 壱番館ビル

千葉県 松戸市 ココカラファイン松戸店 047-331-6421
千葉県松戸市松戸１１３９ー２
ライオンズステーションタワー 松戸１階

千葉県 松戸市 ドラッグセガミ 松戸店 047-308-6581 千葉県松戸市松戸１２８６－１
千葉県 松戸市 トモズ松戸新田店 047-330-2201 千葉県松戸市松戸新田 ２４５ー２６
千葉県 野田市 ドラッグストアセキ 川間店 04-7127-7770 千葉県野田市七光台 ４４９ー１
千葉県 野田市 カナグヤ化粧品店 0471-22-2622 千葉県野田市野田６７３ 郵便局前
千葉県 野田市 パ　ス　テ　ル 0471-25-8259 千葉県野田市中根３６－１ ショッピングセンターノア　１Ｆ
千葉県 野田市 ドラッグストアマツモトキヨシ グリーンパーク店 04-7138-2888 千葉県野田市西三ヶ尾字孝心 ４２４ー４６
千葉県 野田市 ウエルシア薬局　野田七光台店 04-7127-7330 千葉県野田市七光台４ー２
千葉県 野田市 スギ薬局 野田つつみ野店 04-7126-1560 千葉県野田市つつみ野 １丁目１番２ ウニクス野田店内
千葉県 野田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 梅郷駅前店 04-7123-8821 千葉県野田市山崎１８８１
千葉県 野田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 野田花井店 04-7126-2600 千葉県野田市花井１９７
千葉県 野田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 野田宮崎店 04-7126-5585 千葉県野田市宮崎５６ー３６
千葉県 野田市 ウエルシア野田関宿店 04-7198-5680 千葉県野田市木間ケ瀬 ６７５ー１
千葉県 野田市 スギドラッグ 野田下町店 04-7186-7300 千葉県野田市野田４９番地の３０
千葉県 野田市 ドラッグストアセキ 岩名店 04-7127-6100 千葉県野田市岩名２丁目 ４３番５号
千葉県 野田市 ドラッグストアセキ 桜の里店 04-7120-3200 千葉県野田市桜の里 一丁目２番４号
千葉県 野田市 ドラッグストアセキ 野田宮崎店 04-7126-2500 千葉県野田市宮崎 １３２番地の５

千葉県 茂原市
ドラッグストアマツモトキヨシ 茂原マーケットプレ
イス店

0475-22-3310 千葉県茂原市茂原１０

千葉県 茂原市 ウエルシア茂原ライフガーデン店 0475-20-0550 千葉県茂原市六ツ野字八貫野 ２７８５ー１
千葉県 成田市 イトーヨーカドー 成田店１Ｆ 0476-27-8111 千葉県成田市公津の杜４ー５ー３
千葉県 成田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 成田日吉台店 0476-92-6500 千葉県富里市日吉台２ー１
千葉県 成田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 成田美郷台店 0476-23-7077 千葉県成田市美郷台２ー１ー３
千葉県 成田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 成田はなのき台店 0476-20-5022 千葉県成田市はなのき台 １ー２２ー１２
千葉県 成田市 薬マツモトキヨシ 成田ウイング土屋店 0476-23-6161 千葉県成田市ウイング土屋 ５６ー２
千葉県 成田市 薬マツモトキヨシ 成田東武ホテルエアポート店 0476-33-5023 千葉県成田市取香３２０ー１ 成田東武ホテルエアポート内
千葉県 成田市 ＭＥＧＡドン・キホーテ 成田店 0476-20-3711 千葉県成田市ウイング土屋８２
千葉県 成田市 ドラッグセガミ 公津の杜店 0476-20-5326 千葉県成田市公津の杜４ー５ 成田ユアエルムＢ１Ｆ
千葉県 佐倉市 ウエルシア薬局　佐倉染井野店 043-460-2881 千葉県佐倉市染井野３ー３９ ー１
千葉県 佐倉市 ウエルシア薬局　ユーカリが丘店 043-460-5333 千葉県佐倉市上座５８８ー１９
千葉県 佐倉市 ウエルシア ユーカリが丘２号店 043-460-8873 千葉県佐倉市ユーカリヶ丘 ３ー３ー１３
千葉県 佐倉市 ウエルシア薬局　佐倉王子台店 043-460-0171 千葉県佐倉市王子台４－１４－１
千葉県 佐倉市 ウエルシア薬局　佐倉鏑木店 043-481-0621 千葉県佐倉市鏑木町 ４０５－１

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

043-464-8155 千葉県佐倉市染井野４ー７ー１

千葉県 佐倉市 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ 大崎台店 043-484-4547 千葉県佐倉市大崎台１ー３０ー２
千葉県 佐倉市 ウエルシア佐倉志津店 043-463-5011 千葉県佐倉市上志津 １６０２ー１
千葉県 佐倉市 ドラッグストアマツモトキヨシ ユーカリが丘店 043-460-1210 千葉県佐倉市西ユーカリが丘 ５ー１１ー１
千葉県 佐倉市 セガミ薬局 臼井店 043-489-0499 千葉県佐倉市王子台３ー３０ー４ 京成臼井駅ビル１階
千葉県 東金市 ウエルシア薬局　東金押堀店 0475-50-0271 千葉県東金市押堀３３
千葉県 旭市 ドラッグストアマツモトキヨシ 旭宮前店 0479-63-5066 千葉県旭市二１６１４ー１
千葉県 旭市 ドン・キホーテ旭店 0479-60-0511 千葉県旭市鎌数４３３９ー１



千葉県 習志野市 イトーヨーカドー 津田沼店 0474-79-3111 千葉県習志野市津田沼 １ー１０ー３０

千葉県 習志野市
薬マツモトキヨシ ハイパーモールメルクス新習志
野店

047-452-5832 千葉県習志野市茜浜２ー２ー１ ハイパーモールメルクス内

千葉県 習志野市 ウエルシア薬局　習志野実籾店 047-403-9950 千葉県習志野市東習志野 ３－１－２４
千葉県 柏市 イトーヨーカドー セブンアリオ柏店 04-7191-8280 千葉県柏市大島田９５０ー１
千葉県 柏市 ドラッグストアマツモトキヨシ 柏加賀店 04-7176-4121 千葉県柏市加賀１ー１８４６ー１
千葉県 柏市 薬マツモトキヨシ 柏旭町店 04-7147-0045 千葉県柏市旭町４ー６ー２
千葉県 柏市 薬マツモトキヨシ 柏東口駅前店 04-7167-7056 千葉県柏市柏２ー２ー２ 浅野ビル　２階
千葉県 柏市 ドラッグストアマツモトキヨシ 新柏店 04-7174-6600 千葉県柏市豊住１ー３
千葉県 柏市 ドラッグストアマツモトキヨシ 柏豊四季店 04-7147-6677 千葉県柏市豊四季２０３
千葉県 柏市 ウエルシア薬局　柏南増尾店 047-160-7667 千葉県柏市南増尾８ー３ー３１
千葉県 柏市 ドラッグストアマツモトキヨシ フィールズ南柏店 04-7172-1155 千葉県柏市南柏中央６ー７ フィールズ南柏ＨＡＬＬー１
千葉県 柏市 ウエルシア薬局　柏しいの木台店 047-330-6220 千葉県柏市しいの木台２丁目１番
千葉県 柏市 ウエルシア薬局北柏店 04-7160-2750 千葉県柏市北柏４丁目３－１２
千葉県 柏市 ドラッグストアマツモトキヨシ 柏酒井根店 04-7170-5005 千葉県柏市酒井根２ー２ー１
千葉県 柏市 薬マツモトキヨシ 柏二番街店 04-7168-2122 千葉県柏市柏１ー２ー３３
千葉県 柏市 ウエルシア南柏駅西口店 04-7141-6371 千葉県柏市南柏１ー１０ー１
千葉県 柏市 ドラッグストアマツモトキヨシ ピアシティ柏中新宿 04-7170-8105 千葉県柏市中新宿３ー１１ー１
千葉県 柏市 スギドラッグ 柏豊四季店 04-7141-7810 千葉県柏市豊四季２２７ー１
千葉県 柏市 ドラッグストアマツモトキヨシ 柏高柳駅前店 04-7193-5026 千葉県柏市高柳１５２０ー３ １８街区ー８
千葉県 柏市 ウエルシア 柏豊四季店 04-7141-2530 千葉県柏市豊四季２６９ー９
千葉県 柏市 サンドラッグ柏南口駅前店 04-7160-3375 千葉県柏市柏１ー２ー３１
千葉県 柏市 ハックドラッグ ららぽーと柏の葉店 04-7136-8889 千葉県柏市若紫１７ららぽーと柏 の葉１Ｆ１１３０
千葉県 柏市 ドラッグセガミ モラージュ柏店 04-7137-1751 千葉県柏市大山台２ー３ モラージュ柏１Ｆ
千葉県 勝浦市 ココカラファイン 勝浦墨名店 0470-73-6303 千葉県勝浦市墨名６４２ー３
千葉県 市原市 ユニーアピタ　市原店 １Ｆ 0436-25-7531 千葉県市原市青柳北１ー１
千葉県 市原市 イトーヨーカドー アリオ市原店 0436-20-1112 千葉県市原市更級４丁目 ３番２
千葉県 市原市 ドラッグストアマツモトキヨシ 市原店 0436-42-7345 千葉県市原市古市場字京田 ５９４ー１
千葉県 市原市 ドラッグストアマツモトキヨシ 市原松ヶ島店 0436-24-5315 千葉県市原市五井西６ー１０ー１
千葉県 市原市 ウエルシア薬局　市原五井店 0436-26-8216 千葉県市原市五井５４９２ー５
千葉県 市原市 ウエルシア薬局市原牛久店 0436-50-0855 千葉県市原市牛久１０６６ー１
千葉県 市原市 ウエルシア　市原国分寺台店 0436-20-8077 千葉県市原市南国分寺 ４ー１ー１
千葉県 市原市 ウエルシア市原光風台店 0436-20-5570 千葉県市原市光風台２ー４７０
千葉県 市原市 ウエルシア市原能満店 0436-40-1271 千葉県市原市能満４１ー１
千葉県 市原市 ウエルシア市原辰巳台店 0436-75-5261 千葉県市原市辰巳台西 ２ー５
千葉県 流山市 ウエルシア　流山薬局 04-7150-1320 千葉県流山市加１ー１３ー５
千葉県 流山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 江戸川台店 04-7154-1333 千葉県流山市江戸川台東 ２ー６ー２
千葉県 流山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 初石店 04-7152-6661 千葉県流山市西初石 ２ー９０ー４
千葉県 流山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 流山おおたかの森 04-7156-5300 千葉県流山市十太夫 ７１ー５
千葉県 流山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 西平井店 04-7157-7070 千葉県流山市大字西平井３６５
千葉県 流山市 ウエルシア　流山おおたかの森店 04-7178-2800 千葉県流山市西初石 ５ー９９ー３
千葉県 流山市 ウエルシア流山美原店 04-7178-2262 千葉県流山市美原 ３ー９２ー１
千葉県 流山市 ウエルシア流山向小金店 04-7170-6106 千葉県流山市向小金 ２ー１８４ー５
千葉県 流山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 流山南店 04-7157-6114 千葉県流山市大字木２５１
千葉県 流山市 ドラッグストアマツモトキヨシ アクロスプラザ流山 04-7142-8055 千葉県流山市向小金 １丁目２４１番１号



千葉県 流山市
ドラッグストアマツモトキヨシ ＬＥＶＥＮおおたかの
森店

04-7158-7018 千葉県流山市市野谷５８５ー１

千葉県 流山市 ホームマートセキチュー 流山おおたかの森店 04-7157-6271 千葉県流山市西初石 ５丁目４４番地２

千葉県 流山市 ココカラファインヘルスケア おおたかの森店 04-7156-6910
千葉県流山市西初石６ー１８５ー ２
流山おおたかの森Ｓ・Ｃ１階

千葉県 流山市 ドラッグストアセキ 南流山店 04-7178-6200 千葉県流山市南流山七丁目 ７番地５
千葉県 流山市 ドラッグストアセキ 駒木店 04-7178-3900 千葉県流山市駒木５０５ー４
千葉県 八千代市 イトーヨーカドー 八千代店 047-487-0521 千葉県八千代市 村上南１－３－１
千葉県 八千代市 ウエルシア　八千代台薬局 047-484-2252 千葉県八千代市八千代台西９ー１ ー１６
千葉県 八千代市 ウエルシア　勝田台薬局 047-487-1715 千葉県八千代市勝田台２ー１２ー １

千葉県 八千代市
ドラッグストアマツモトキヨシ フルルガーデン八千
代店

047-405-1231 千葉県八千代市村上南 １丁目４番地１

千葉県 八千代市 ウエルシア薬局八千代大和田店 047-486-1623 千葉県八千代市大和田新田 ３４４－１
千葉県 八千代市 ウエルシア八千代台東店 047-486-0010 千葉県八千代市八千代台東 ２ー７ー１
千葉県 八千代市 ウエルシア八千代台緑が丘店 047-459-5275 千葉県八千代市大和田新田 １０３１ー１
千葉県 八千代市 ドラッグストアマツモトキヨシ 八千代緑ヶ丘店 047-458-8151 千葉県八千代市緑ヶ丘 ４ー１ー２

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

千葉県 八千代市 ドラッグセガミ 八千代台店 0474-84-1995
千葉県八千代市八千代台東１ー１ ー１０
京成ユアエルムＳＣ１Ｆ

千葉県 我孫子市 イトーヨーカドー 我孫子店 0471-85-8111 千葉県我孫子市我孫子 ４ー１１ー１
千葉県 我孫子市 ドラッグストアマツモトキヨシ 湖北台店 04-7188-3525 千葉県我孫子市湖北台 ９ー６ー１６
千葉県 我孫子市 トウブドラッグ柴崎台店 04-7184-1470 千葉県我孫子市芝崎台 ４ー６ー１２
千葉県 我孫子市 ウエルシア我孫子若松店 04-7181-8818 千葉県我孫子市若松１０２
千葉県 我孫子市 薬マツモトキヨシ あびこショッピングプラザ店 04-7184-7878 千葉県我孫子市我孫子 ４ー１１ー１
千葉県 我孫子市 ウエルシア 我孫子新木駅前店 04-7187-2560 千葉県我孫子市南新木 ２丁目２番地の１
千葉県 鴨川市 ウエルシア鴨川広場店 04-7098-3702 千葉県鴨川市広場 １０００番地１
千葉県 鎌ケ谷市 ドラッグストアマツモトキヨシ 鎌ヶ谷店 047-442-1411 千葉県鎌ケ谷市鎌ヶ谷 ８ー１ー５２
千葉県 鎌ケ谷市 ウエルシア鎌ヶ谷くぬぎ山店 047-394-5017 千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山 ３ー１４ー１４
千葉県 鎌ケ谷市 ウエルシア薬局　鎌ヶ谷初富店 047-441-7081 千葉県鎌ケ谷市南初富 ３－９０８－６
千葉県 君津市 ユニーアピタ　君津店 １階 0439-55-0821 千葉県君津市久保１ー１ー１
千葉県 君津市 ドラッグストアマツモトキヨシ 君津駅前店 0439-55-2522 千葉県君津市中野１ー１４ー１
千葉県 君津市 ウエルシア薬局君津外箕輪店 0439-50-3166 千葉県君津市外箕輪４－１－２２
千葉県 君津市 ウエルシア薬局　君津西坂田店 0439-50-3575 千葉県君津市西坂田１－３ー７
千葉県 富津市 ウエルシア富津大貫店 0439-80-5061 千葉県富津市西大和田 １３４０
千葉県 浦安市 パレット 0473-81-2108 千葉県浦安市入船１ー４ー１ イオン新浦安店１Ｆ
千葉県 浦安市 ウエルシア　浦安駅前薬局 047-316-8608 千葉県浦安市当代島１－１－２３
千葉県 浦安市 ドラッグストアマツモトキヨシ 浦安東野店 047-350-0778 千葉県浦安市東野１ー１ー４３
千葉県 浦安市 ドラッグストアマツモトキヨシ 新浦安美浜店 047-316-3840 千葉県浦安市美浜１ー７ー１
千葉県 浦安市 ウエルシア薬局 ライフガーデン新浦安店 047-304-3786 千葉県浦安市富岡３－２－２
千葉県 四街道市 コスメティック　ヨシカワ 043-422-2706 千葉県四街道市四街道 １－３－１５
千葉県 四街道市 イトーヨーカドー 新四街道店 043-423-1130 千葉県四街道市中央５番地
千葉県 四街道市 ウエルシア薬局四街道めいわ店 043-433-7001 千葉県四街道市めいわ３ー１ー１
千葉県 四街道市 ウエルシア薬局　四街道大日店 043-304-8272 千葉県四街道市大日 ５４３ー６６
千葉県 四街道市 ウエルシア 四街道津の守店 043-420-1040 千葉県四街道市四街道津の守 １５３１ー２
千葉県 四街道市 ウエルシア四街道もねの里店 043-304-8131 千葉県四街道市もねの里 ２ー３７ー１９



千葉県 四街道市 ウエルシア四街道鹿渡店 043-433-3761 千葉県四街道市鹿渡１１２１ー１
千葉県 袖ケ浦市 ウエルシア袖ヶ浦横田店 0438-75-7781 千葉県袖ヶ浦市横田 ２６３２ー１
千葉県 袖ケ浦市 ウエルシア袖ヶ浦奈良輪店 0438-63-8031 千葉県袖ヶ浦市奈良輪１４１６
千葉県 八街市 ドラッグストアマツモトキヨシ 八街榎戸店 043-441-1015 千葉県八街市八街ろ １６６ー２５
千葉県 八街市 ドラッグセガミ八街店 043-440-7560 千葉県八街市大木６７０ー１９
千葉県 印西市 コレコレ 千葉ニュータウン店 0476-40-7300 千葉県印西市牧の原１ー３

千葉県 印西市
ＭＡＳＡＹＡ　カラースタジオイオン千葉ニュータウ
ン店

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

千葉県 印西市 ドラッグストアマツモトキヨシ 印旛日本医大駅前 0476-98-2811 千葉県印西市鎌苅中野峠 ２０８９ー３
千葉県 印西市 ドラッグストアマツモトキヨシ 牧の原モア店 0476-45-0600 千葉県印西市草深字原 ２０７２番地
千葉県 印西市 カインズホーム 千葉ニュータウン店 0476-48-8888 千葉県印西市泉野一丁目 １４４番６
千葉県 白井市 ドラッグストアマツモトキヨシ 白井店 0474-44-0179 千葉県白井市富士１０２ー１
千葉県 白井市 ドラッグストアマツモトキヨシ 西白井店 047-497-0122 千葉県白井市けやき台１ー１ー３
千葉県 白井市 ウエルシア薬局　白井十余一店 047-498-0551 千葉県白井市十余一字桜５０ー５
千葉県 白井市 ウエルシア薬局　白井富士店 047-441-8351 千葉県白井市富士栄１２０ー３
千葉県 白井市 ウエルシア西白井店 047-498-3933 千葉県白井市清水口 １ー１ー２６
千葉県 白井市 ドラッグストアマツモトキヨシ 千葉ニュータウン店 047-491-5531 千葉県白井市桜台１ー１ー１３
千葉県 南房総市 ウエルシア 南房総千倉店 0470-44-3933 千葉県南房総市千倉町瀬戸字浜田 ２９８０ー２１２
千葉県 南房総市 ウエルシア南房総富浦店 0470-20-4200 千葉県南房総市富浦町原岡 ９５１ー１
千葉県 匝瑳市 ウエルシア匝瑳八日市場店 0479-70-1780 千葉県匝瑳市八日市場イ ７０１ー１
千葉県 香取市 ドラッグストアマツモトキヨシ 佐原シティ店 0478-54-1088 千葉県香取市佐原ホ１２３６ー１
千葉県 香取市 ウエルシア 佐原店 0478-54-5848 千葉県香取市佐原イ４２００番地
千葉県 香取市 ドラッグストアマツモトキヨシ 小見川店 0478-83-7570 千葉県香取市南原地新田３５４
千葉県 山武市 ウエルシア薬局　山武成東店 0475-82-0226 千葉県山武市成東４８３－１
千葉県 大網白里市 ドラッグストアマツモトキヨシ 大網白里店 0475-73-0261 千葉県大網白里市駒込４２３ー１
千葉県 香取郡東庄町 ウエルシア東庄新宿店 0478-86-4601 千葉県香取郡東庄町新宿 １２１０ー１
千葉県 夷隅郡大多喜町 ウエルシア 大多喜船子店 0470-80-0501 千葉県夷隅郡大多喜町船子 ８６５ー１
東京都 千代田区 新有楽町ビルドラッグ 03-3215-7275 東京都千代田区 有楽町１ー１２ー１ 新有楽町ビルＢ１階

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

東京都 千代田区 大手町ビルドラッグ 03-5288-6266 東京都千代田区大手町１ー６ー１ 大手町ビル地下２階
東京都 千代田区 丸の内マイプラザドラッグ 03-3201-1235 東京都千代田区 丸の内２－１－１ 明治安田生命ビル３階
東京都 千代田区 新丸の内センタービルドラッグ 03-5223-8877 東京都千代田区 丸の内１－６－２ 新丸の内センタービル１階
東京都 千代田区 山田薬品 日比谷国際ビルドラッグ 03-3519-5731 東京都千代田区内幸町２ー２ー３ 日比谷国際ビル地下１階
東京都 千代田区 コーエイドラッグ 03-3254-4440 東京都千代田区神田紺屋町４７番 地

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

東京都 千代田区 アットコスメストア ルミネ有楽町店 03-5225-6040 東京都千代田区有楽町２ー５ー１ ルミネ１　７階
東京都 千代田区 薬マツモトキヨシ 有楽町二丁目店 03-3201-1688 東京都千代田区有楽町２ー８ー５ ２Ｆ
東京都 千代田区 スギ薬局 神田駅東口店 03-3254-5631 東京都千代田区鍛冶町 ２ー２ー２ 神田パークプラザ１Ｆ
東京都 千代田区 薬マツモトキヨシ 岩本町駅前店 03-5297-3022 東京都千代田区神田岩本町１

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

東京都 千代田区 ウエルシア神田小川町店 03-5289-3101 東京都千代田区神田小川町１ー２
東京都 千代田区 クスリの一本堂都立家政店新館 03-5327-6856 東京都中野区鷺宮１－２８－７ 鷺宮フラッツ１階
東京都 千代田区 ココカラファイン 市ケ谷駅前店 03-6672-6251 東京都千代田区五番町１ー１０ 市ケ谷大郷ビル１階



東京都 千代田区 ココカラファイン 飯田橋店 03-5276-2157 東京都千代田区飯田橋 ３ー１０ー９ アイガーデンテラス１Ｆ
東京都 千代田区 ココカラファイン 神田神保町店 03-3518-6198 東京都千代田区神田神保町 １ー１１ー１
東京都 千代田区 ココカラファイン 麹町店 03-6683-2550 東京都千代田区麹町４ー１ー１ 麹町ダイヤモンドビル
東京都 千代田区 ラオックス秋葉原本店２Ｆ 03-3253-7113 東京都千代田区外神田１－２－９ ２Ｆ
東京都 千代田区 ヨドバシカメラ マルチメディアＡＫＩＢＡ 03-5209-1010 東京都千代田区神田花岡町１ー１
東京都 千代田区 クスリの一本堂　麹町店 03-3515-2437 東京都千代田区麹町３ー４ トラスティ麹町ビル１Ｆ
東京都 中央区 小伝馬町ドラッグ 03-3661-2826 東京都中央区日本橋 小伝馬町１１－９
東京都 中央区 東日本橋ドラッグ 03-5821-8609 東京都中央区東日本橋２－２－５ ジャコワ第１ビル１階
東京都 中央区 どらっぐぱぱす　月島１丁目店 03-3531-9341 東京都中央区月島１－２６－５
東京都 中央区 どらっぐぱぱす築地店 03-5550-9393 東京都中央区築地１－１２－６ 築地えとビル
東京都 中央区 どらっぐぱぱす新人形町店 03-3668-4193 東京都中央区日本橋堀留町 １－８－１２ さくら堀留ビル１Ｆ
東京都 中央区 薬マツモトキヨシ 佃二丁目店 03-5547-7787 東京都中央区佃２ー１ー６ リバーシティ ＭーＳＱＵＡＲＥ　１Ｆ
東京都 中央区 スギドラッグ 新川一丁目店 03-6222-8571 東京都中央区新川一丁目 １７ー２５
東京都 中央区 どらっぐぱぱす明石町店 03-5550-4141 東京都中央区明石町７ー１５
東京都 中央区 Ｂ．Ｂ．ＯＮ日本橋店 03-3516-1515 東京都中央区日本橋２ー１ー１０ 柳屋ビル１階
東京都 中央区 ドン・キホーテ ギンザ本館 03-6215-9688 東京都中央区銀座８－１０ ギンザナイン３号館
東京都 中央区 ハックドラッグ 東京スクエアガーデン店 03-3242-0289 東京都中央区京橋３ー１ー１
東京都 中央区 ココカラファイン銀座４丁目店 03-5565-6577 東京都中央区銀座４ー１０ー１０
東京都 中央区 ココカラファイン 八重洲南口店 03-3274-5869 東京都中央区八重洲２ー１ 八重洲地下街南一号
東京都 中央区 トモズ晴海トリトン店 03-5144-8215 東京都中央区晴海１－８－１６ ２Ｆ
東京都 港区 エルメド・ボーテ新橋店 03-3501-6956 東京都港区新橋２－１６－１ ニュ―新橋ビル１階１０９号

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

東京都 港区 スギ薬局 南青山店 03-5771-4663 東京都港区南青山３ー８ー４０ 青山センタービル１Ｆ
東京都 港区 スギ薬局 赤坂店 03-3568-7927 東京都港区赤坂５ー５ー１３ 周山ビル１Ｆ
東京都 港区 薬マツモトキヨシ 青山店 03-6418-5195 東京都港区北青山３ー１２ー７ カプリース青山ビル１Ｆ
東京都 港区 スギ薬局 虎ノ門店 03-5501-0470 東京都港区虎ノ門 １ー１ー１２ 虎ノ門ビル１Ｆ
東京都 港区 薬マツモトキヨシ 南青山店 03-5413-4725 東京都港区南青山２ー２７ー２７ 丸八青山ビル
東京都 港区 ウエルシア麻布十番店 03-5439-5237 東京都港区麻布十番２ー９ー２
東京都 港区 ドラッグストアマツモトキヨシ 白金高輪店 03-5795-2515 東京都港区高輪 １ー３ー１３ ＮＢＦ高輪ビル１Ｆ
東京都 港区 アメリカンファーマシー アトレ品川店 03-6433-9771 東京都港区港南２ー１８ー１ アトレ品川３Ｆ
東京都 港区 ココカラファイン 赤坂店 03-3224-6450 東京都港区赤坂３ー１３ー１４
東京都 港区 ココカラファイン 赤坂２丁目店 03-3560-3871 東京都港区赤坂２ー１９ー２
東京都 港区 ココカラファイン 三田店 03-5439-6754 東京都港区芝５ー２５ー１１
東京都 港区 ココカラファイン 白金台店 03-5791-9285 東京都港区白金台 ４ー３ー１９
東京都 港区 トモズ　赤坂店 03-3586-7480 東京都港区赤坂４－２－８ 金春ビル

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

東京都 港区 トモズエクスプレス 東京ミッドタウン店 03-5413-3118 東京都港区赤坂９ー７ー２ ミッドタウンイースト ＢーＢ１０２
東京都 新宿区 ＰｉｕＭａｇｉ 新宿アルタ店 03-3341-4601 東京都新宿区新宿３－２４－３ 三越スタジオアルタ店１Ｆ
東京都 新宿区 ＴＨＥ　ＣＯＳＭＥＴＩＣ ＴＥＲＲＡＣＥ　ＤｒｅｓｓＣｏｄｅ 03-3348-5178 東京都新宿区新宿３ー３８ー２ ルミネ新宿２　６Ｆ
東京都 新宿区 ＠ｃｏｓｍｅ　ｓｔｏｒｅ ルミネエスト新宿店 03-5369-3355 東京都新宿区新宿３ー３８ー１ ルミネエストＢ２Ｆ
東京都 新宿区 ＰｉｕＭａｇｉ 新宿マルイアネックス店 03-5362-1599 東京都新宿区新宿 ３ー１ー２６　４階
東京都 新宿区 ＠ｃｏｓｍｅ　ｓｔｏｒｅ ｍｉｋｋｅ！　ルミネ新宿店 03-6279-0621 東京都新宿区西新宿１ー１ー５ ルミネ１新宿地下２Ｆ
東京都 新宿区 イトーヨーカドー 新宿富久店 03-3353-8811 東京都新宿区富久町 １７番地２
東京都 新宿区 どらっぐぱぱすＦＣ曙橋店 03-5366-5802 東京都新宿区住吉町 １－１６ ＩＳＥビル１Ｆ



東京都 新宿区 薬マツモトキヨシ 新宿三丁目店 03-3226-8618 東京都新宿区新宿３ー１７ー３ ４階
東京都 新宿区 どらっぐぱぱす大久保店 03-3208-9341 東京都新宿区大久保２ー１ー８ プラザ新大樹ビル１Ｆ
東京都 新宿区 どらっぐぱぱす西新宿店 03-3373-4193 東京都新宿区西新宿４ー１ー１０ 東建ニューハイツ西新宿１Ｆ
東京都 新宿区 スギ薬局 北新宿３丁目店 03-5332-7991 東京都新宿区北新宿 ３丁目４ー１
東京都 新宿区 薬マツモトキヨシ 高田馬場二丁目店 03-5155-5310 東京都新宿区高田馬場 ２ー１４ー２ 新陽ビル１０３

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

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

東京都 新宿区 スギ薬局 新宿１丁目店 03-5368-2373 東京都新宿区新宿１ー３４ー１１ ニューローレルビル１Ｆ
東京都 新宿区 薬マツモトキヨシ 中井駅前店 03-5338-2203 東京都新宿区上落合 ２ー１７ー１３ シエルブルー上落合

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

東京都 新宿区 薬マツモトキヨシ 新宿西口店 03-5324-2060 東京都新宿区西新宿１ー１８ー６ 西新宿ユニオンビル
東京都 新宿区 ココカラファイン 大久保駅前店 03-5348-7413 東京都新宿区百人町２ー２７ー１
東京都 新宿区 セイジョー神楽坂店 03-5227-8563 東京都新宿区神楽坂５ー１２ー８
東京都 新宿区 ココカラファイン 曙橋店 03-5312-0350 東京都新宿区住吉町９ー４
東京都 新宿区 ココカラファイン 西新宿７丁目店 03-5337-8510 東京都新宿区西新宿７ー２ー４ 新宿喜楓ビル１Ｆ
東京都 新宿区 ココカラファイン 神楽坂上店 03-5227-7077 東京都新宿区神楽坂５ー２４ タイヨウビル
東京都 新宿区 龍生堂薬局 大久保店 03-3364-4540 東京都新宿区百人町 １ー１５ー１８
東京都 新宿区 ココカラファイン 神楽坂中里町店 03-5229-0352 東京都新宿区中里町６ パークハイム神楽坂１Ｆ
東京都 文京区 どらっぐぱぱす　新江戸川橋店 03-5228-4193 東京都文京区関口１ー１ー５ 神楽坂サニーマンション１Ｆ
東京都 文京区 スギ薬局 小石川店 03-5840-8536 東京都文京区小石川２ー１ー１２ 小石川トーセイビル１Ｆ
東京都 文京区 スギ薬局 上野広小路店 03-5812-5923 東京都文京区湯島 ３ー３９ー１０ 上野ＴＨビル１Ｆ
東京都 文京区 スギ薬局 白山通り店 03-5805-2844 東京都文京区西片１ー１５ー１９ シャトー文京１Ｆ

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

東京都 文京区 スギドラッグ 茗荷谷店 03-3868-3171 東京都文京区小石川 ５ー３ー２ エイト印刷本社ビル１階
東京都 文京区 ドン・キホーテ 後楽園店 03-5803-2411 東京都文京区本郷 １ー３３ー９

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

東京都 文京区 クスリの一本堂　茗荷谷駅前店 03-3944-9651 東京都文京区小日向４ー６ー１６ アマーレ茗荷谷１Ｆ
東京都 文京区 ドン・キホーテ 上野広小路店 03-5816-0511 東京都文京区湯島３ー３８ー １０
東京都 台東区 仏蘭西屋 03-3872-8933 東京都台東区清川２－３－２
東京都 台東区 キンヘイ薬店 03-3844-2528 東京都台東区西浅草３－５－１
東京都 台東区 アットコスメストア マルイシティ上野店 03-5817-7026 東京都台東区上野６－１５－１ マルイシティ上野店Ｂ１
東京都 台東区 どらっぐぱぱす入谷店 03-3874-4193 東京都台東区 入谷１－１９－６
東京都 台東区 薬マツモトキヨシ 上野アメ横Ｐａｒｔ２店 03-5688-4025 東京都台東区上野４ー７ー１７
東京都 台東区 薬マツモトキヨシ 御徒町駅前店 03-5807-2270 東京都台東区上野６ー４ー１８
東京都 台東区 ドン・キホーテ 浅草店 03-5826-2511 東京都台東区浅草２ー１０
東京都 台東区 ハックドラッグ 浅草ＲＯＸ・３Ｇ店 03-5806-6089 東京都台東区浅草１ー２６
東京都 台東区 ココカラファイン 浅草橋店 03-5833-0599 東京都台東区浅草橋 １ー１８ー１０　２Ｆ
東京都 台東区 ココカラファイン 松屋浅草店 03-6682-8718 東京都台東区花川戸１ー４ー１ 松屋浅草店Ｂ１Ｆ
東京都 台東区 ココカラファイン御徒町駅前店 03-5812-0135 東京都台東区上野３丁目 ２７番１号十仁タワービル１階
東京都 台東区 クスリの一本堂入谷店 03-3871-4041 東京都台東区 入谷１－５－６
東京都 台東区 多慶屋 03-3835-7049 東京都台東区台東４ー３３ー２



東京都 墨田区 シドニー らがーる錦糸町店 03-5608-2235 東京都墨田区錦糸１－２－４７ テルミナ２
東京都 墨田区 イトーヨーカドー 新曳舟店 03-3616-4111 東京都墨田区京島１丁目２－１
東京都 墨田区 どらっぐパパス　菊川店 03-3634-9341 東京都墨田区菊川 ２ー２ー１０三葉ビル
東京都 墨田区 どらっぐぱぱす石原店 03-3626-9341 東京都墨田区石原 ２ー１４ー７
東京都 墨田区 どらっぐぱぱす　墨田２丁目店 03-5630-5593 東京都墨田区墨田２－４１－２０
東京都 墨田区 スギ薬局 エスプラス　オリナス錦糸町店 03-5819-3345 東京都墨田区太平 ４ー１ー２ オリナスモール２Ｆ

東京都 墨田区
薬マツモトキヨシ東京スカイツリー タウン・ソラマ
チ店ウエストヤード

03-5637-3040
東京都墨田区押上１ー１ー２
東京スカイツリータウン・ ソラマチ１Ｆ　Ｗ０１０５

東京都 墨田区 ウエルシア墨田八広店 03-5631-5525 東京都墨田区八広１ー３０ー１０
東京都 江東区 東京小町 ららぽーと　豊洲店 03-3536-8896 東京都江東区豊洲２ー４ー９ １階１１２００
東京都 江東区 イトーヨーカドー 木場店 03-5606-5111 東京都　江東区 木場１ー５ー３０
東京都 江東区 イトーヨーカドー 北砂店 03-5634-5260 東京都江東区北砂２丁目 １７ー１
東京都 江東区 薬マツモトキヨシ 東陽町店 03-5683-4531 東京都江東区南砂町２ー６ー３ ２階
東京都 江東区 どらっぐぱぱす東砂店 03-5634-4193 東京都江東区東砂７ー１９ー１５
東京都 江東区 薬マツモトキヨシ 白河３丁目店 03-3642-3941 東京都江東区白河 ３ー４ー３ー１０４
東京都 江東区 薬マツモトキヨシ 豊洲店 03-6220-0882 東京都江東区豊洲３ー４ー８
東京都 江東区 薬マツモトキヨシ 亀戸駅前店 03-5609-6221 東京都江東区亀戸２ー２０ー７
東京都 江東区 どらっぐぱぱす 南砂町駅前店 03-5677-0510 東京都江東区新砂 ３ー１ー９
東京都 江東区 スギドラッグ 亀戸店 03-5858-9386 東京都江東区亀戸２ー１ー１２ コモディイイダ亀戸店内
東京都 江東区 スギドラッグ 江東千石店 03-6659-8591 東京都江東区千石 １ー５ー１２
東京都 江東区 ウエルシアダイエー東大島店 03-5609-7048 東京都江東区大島 ７ー３８ー３０
東京都 江東区 ハックドラッグ 亀戸店 03-5628-1189 東京都江東区亀戸２２３２
東京都 江東区 ココカラファイン 門前仲町店 03-6854-4295 東京都江東区門前仲町 ２ー５ー１１ アカクラビル１Ｆ　２Ｆ
東京都 品川区 十　字　屋 03-3781-5992 東京都品川区戸越３－２－２
東京都 品川区 ドラッグフタバ 武蔵小山駅前店 03-5749-0787 東京都品川区小山３－２１－１４
東京都 品川区 スズハル堂 03-3442-7863 東京都品川区上大崎２ー１６ー９ アトレ目黒１Ａ館 ２Ｆ
東京都 品川区 イトーヨーカドー 大井町店 03-3777-6611 東京都品川区大井１－３－６
東京都 品川区 スギ薬局 武蔵小山店 03-5751-7605 東京都品川区小山３ー８ー４
東京都 品川区 ドラッグスギ ＷＩＲＡ大井店 03-5763-9077 東京都品川区勝島 １ー６ー１６ ウィラ大井２Ｆ
東京都 品川区 薬マツモトキヨシ 大崎ニューシティ店 03-5719-6540 東京都品川区大崎１ー６ー５ 大崎ニューシティ５号館１Ｆ
東京都 品川区 ハックドラッグ アトレ大井町店 03-5709-7289 東京都品川区大井１ー２ー１ アトレ大井２３４０２階
東京都 品川区 ココカラファイン 荏原町店 03-5749-2241 東京都品川区旗の台４ー４ー４
東京都 品川区 ココカラファイン 中延店 03-3783-4310 東京都品川区中延４ー１ー２１
東京都 品川区 ココカラファイン 戸越銀座駅前店 03-3786-0822 東京都品川区平塚 ２ー１７ー１３
東京都 品川区 ドラッグセガミ 大井町ガーデン店 03-5709-7922 東京都品川区大井 １－５０－５
東京都 品川区 クスリのカツマタ武蔵小山店 03-5749-4343 東京都品川区荏原３ー３ー１５
東京都 品川区 トモズ中延店 03-5749-1199 東京都品川区中延３ー８ー７ サンハイツ中延１Ｆ
東京都 目黒区 ドラッグフタバ 西小山店 03-3710-4591 東京都目黒区原町１丁目１０－１
東京都 目黒区 ミュゼ・ド・ポゥ メルサ自由が丘店 03-5731-8770 東京都目黒区自由が丘 １ー８ー１９ メルサパート２
東京都 目黒区 スギドラッグ 祐天寺店 03-5734-1831 東京都目黒区祐天寺２ー７ー２３ ラポルト祐天寺１Ｆ
東京都 目黒区 薬マツモトキヨシ 学芸大学東口店 03-3791-3855 東京都目黒区鷹番２ー２０ー６
東京都 目黒区 薬マツモトキヨシ 自由が丘店 03-5731-3115 東京都目黒区緑が丘 ２ー２５ー７ ラ・クール自由が丘１Ｆ
東京都 目黒区 クスリの一本堂　祐天寺店 03-5773-5591 東京都目黒区五本木２ー１５ ー４
東京都 目黒区 ココカラファイン目黒大橋店 03-6679-5576 東京都目黒区大橋１丁目 ５番１号 クロスエアータワー２０３
東京都 目黒区 セイジョー目黒本町店 03-5722-2688 東京都目黒区目黒本町４ー２ー８
東京都 目黒区 ハックドラッグ 自由が丘薬局 03-5701-7589 東京都目黒区自由ケ丘２ー９ー５ 大坪ビル２Ｆ



東京都 目黒区 ココカラファイン 学芸大学駅前店 03-5724-5929 東京都目黒区鷹番３ー１ー１０
東京都 目黒区 セイジョー自由が丘店 03-5731-7141 東京都目黒区自由が丘 ２ー１１ー１６ 日能研自由ヶ丘１Ｆ

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

東京都 目黒区 ココカラファイン 都立大学駅南口店 03-6858-3929 東京都目黒区中根 ２ー１ー１５

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

東京都 目黒区 トモズＥＸ自由が丘北口店 03-5731-6670 東京都目黒区自由が丘 ２ー１１ー２
東京都 目黒区 トモズ自由が丘南口店 03-5731-9705 東京都目黒区自由が丘 １ー８ー２３ 自由が丘プチプラザ１Ｆ

東京都 大田区
ＴＨＥ　ＣＯＳＭＥＴＩＣ　ＴＥＲＲＡＣＥ ＴＡＳＨＩＲＯ東
急プラザ蒲田店

03-3733-8586 東京都大田区西蒲田７ー６９ー１ 東急プラザ４Ｆ

東京都 大田区 みまつ久が原駅前店 03-3755-3425 東京都大田区東嶺町 ２９ー８
東京都 大田区 化粧品の店　クルゥール 03-3739-1999 東京都大田区仲六郷 ２ー１６ー１４
東京都 大田区 イトーヨーカドー 大森店 03-5762-0111 東京都大田区大森北２ー１３ー１
東京都 大田区 薬マツモトキヨシ 平和島店 03-3763-3266 東京都大田区大森北 ６ー２８ー１１
東京都 大田区 ドラッグストアマツモトキヨシ 大田久が原店 03-3752-7285 東京都大田区久が原 ２ー１５ー１１
東京都 大田区 ウエルシア薬局大田萩中店 03-5735-1985 東京都大田区萩中１ー７ー１
東京都 大田区 スギ薬局 鵜の木店 03-5741-1951 東京都大田区鵜の木 ２ー２９ー１４
東京都 大田区 ウエルシア薬局大田西六郷店 03-5713-0972 東京都大田区西六郷 ４－３６－８
東京都 大田区 スギ薬局 南六郷店 03-6424-7461 東京都大田区南六郷２丁目 １３ー１６
東京都 大田区 薬マツモトキヨシ 蒲田駅西口店 03-5480-5070 東京都大田区西蒲田７ー６６ー３ 井門蒲田御園ビル

東京都 大田区
薬マツモトキヨシ 京急羽田国際線ターミナル駅
店

03-5708-7080
東京都大田区羽田空港 ２ー６ー５
羽田空港国際線 ターミナル駅３Ｆ

東京都 大田区 ウエルシア大田上池台店 03-5754-2512 東京都大田区上池台 ４ー２１ー７
東京都 大田区 ドラッグストアいわい萩中店 03-3743-0661 東京都大田区萩中２ー１０ー２ サニーパレス１Ｆ
東京都 大田区 ココカラファインＬｕｚ大森店 03-5767-7045 東京都大田区大森北 １ー１０ー１４ Ｌｕｚ大森１Ｆ
東京都 大田区 セイジョー羽田店 03-5705-5101 東京都大田区東糀谷３丁目 ６番１１号

東京都 大田区 ココカラファイン 北嶺店 03-3748-0611
東京都大田区北嶺町３７ー２９
ＦＬＯＷ　ＰＬＡＣＥ ＴＯＫＹＯ　１階

東京都 大田区 ハックドラッグ アトレ大森店 03-5767-8837 東京都大田区大森北 １ー６ー１６ アトレ大森２１Ｆ
東京都 大田区 くすりセイジョー長原駅前店 03-5499-7678 東京都大田区上池台 １ー１６ー１０
東京都 大田区 セイジョー蒲田店 03-5711-8408 東京都大田区蒲田５ー１８ー１
東京都 大田区 くすりセイジョー雪谷大塚店 03-5754-9077 東京都大田区南雪谷２ー１７ー９ 豊和ビル
東京都 大田区 くすりセイジョー洗足池店 03-5754-1420 東京都大田区上池台２ー３２ー３
東京都 大田区 くすりセイジョー石川台店 03-5499-7840 東京都大田区東雪谷 ２ー２２ー１４
東京都 大田区 ヘルスケアセイジョー御嶽山店 03-5754-4188 東京都大田区北嶺町３１ー１４
東京都 大田区 ココカラファイン 田園調布駅前店 03-5483-3180 東京都大田区田園調布 ２ー５０ー４ 田園調布越前ビル
東京都 大田区 ココカラファイン 大森山王店 03-5718-2622 東京都大田区山王２ー１ー７ 大森商業ビル
東京都 大田区 ドラッグセガミ 蒲田店 03-5744-3481 東京都大田区蒲田 ５－３９－３
東京都 大田区 クスリのカツマタ蒲田駅前店 03-3737-6999 東京都大田区西蒲田７ー６６ー４ ２階
東京都 大田区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 田園調布南店 03-5732-3555 東京都大田区田園調布南２０ー３
東京都 大田区 ドン・キホーテ 蒲田駅前店 03-5744-3611 東京都大田区西蒲田 ７－３－３
東京都 世田谷区 薬マツモトキヨシ 成城学園店 03-5494-1886 東京都世田谷区成城２ー３９ー３
東京都 世田谷区 ウエルシア薬局世田谷千歳台店 03-5429-1292 東京都世田谷区千歳台５ー１６ー １８
東京都 世田谷区 薬マツモトキヨシ 下高井戸駅西口店 03-5355-0231 東京都世田谷区赤堤 ４ー４６ー９
東京都 世田谷区 スギ薬局 弦巻店 03-5426-3685 東京都世田谷区弦巻 ３ー８ー１２ ランバハイム桜新町１階



東京都 世田谷区 どらっぐぱぱす世田谷１丁目店 03-3429-0800 東京都世田谷区世田谷 １－２５－３
東京都 世田谷区 スギドラッグ 下高井戸店 03-6379-2631 東京都世田谷区赤堤 ５ー３０ー１０ ハウス下高井戸１階
東京都 世田谷区 どらっぐぱぱす 世田谷桜丘店 03-5477-9393 東京都世田谷区桜丘３ー２６ー４
東京都 世田谷区 ドラッグストアマツモトキヨシ 上野毛店 03-5752-7602 東京都世田谷区上野毛 １ー１９ー１ メゾン上野毛
東京都 世田谷区 ココカラファイン 桜新町店 03-3420-8031 東京都世田谷区新町３ー２１ー１ さくらヴェルガーデン１Ｆ
東京都 世田谷区 ココカラファイン 松原店 03-5301-7602 東京都世田谷区赤堤 ２ー４３ー１３
東京都 世田谷区 セイジョー経堂店 03-5451-7220 東京都世田谷区経堂 １ー２４ー１８ ランドエアービル
東京都 世田谷区 ココカラファイン二子玉川店 03-6689-1503 東京都世田谷区玉川三丁目 ３４番２号
東京都 世田谷区 くすりセイジョー桜上水北口店 03-5357-2481 東京都世田谷区桜上水 ４ー１７ー４
東京都 世田谷区 ココカラファイン 梅ヶ丘一丁目店 03-5451-7291 東京都世田谷区梅丘 １ー２５ー１

東京都 世田谷区 ハックドラッグ 砧店 03-5727-0389
東京都世田谷区砧２ー１４ー３０
クィーンズ伊勢丹世田谷砧店２Ｆ

東京都 世田谷区 ココカラファイン 尾山台店 03-5707-7058 東京都世田谷区尾山台 ３ー２２ー７
東京都 世田谷区 ビューティセイジョー 03-5490-7930 東京都世田谷区成城６ー１１ー５
東京都 世田谷区 ココカラファイン 喜多見店 03-5494-7675 東京都世田谷区喜多見 ８ー１６ー９
東京都 世田谷区 ココカラファイン 梅ケ丘駅前店 03-5451-7291 東京都世田谷区梅ヶ丘 １ー２２ー７
東京都 世田谷区 ココカラファイン 喜多見北口店 03-5497-7635 東京都世田谷区喜多見 ９ー２ー１４
東京都 世田谷区 ココカラファイン 千歳船橋店 03-5477-7485 東京都世田谷区船橋１ー１ー８
東京都 世田谷区 ココカラファイン 明大前店 03-5376-7851 東京都世田谷区松原 ２ー２６ー１５
東京都 世田谷区 ココカラファイン 砧世田谷通り店 03-5727-0609 東京都世田谷区砧５ー１ー４
東京都 世田谷区 ココカラファイン 三軒茶屋店 03-5432-6055 東京都世田谷区三軒茶屋 １ー３４ー１３
東京都 世田谷区 くすりセイジョー烏山北口駅前店 03-5314-0743 東京都世田谷区南烏山 ６ー４ー３１
東京都 世田谷区 くすりセイジョー上北沢店 03-5316-3622 東京都世田谷区上北沢 ４ー１３ー１
東京都 世田谷区 ココカラファイン 東松原店 03-5329-0271 東京都世田谷区松原 ５ー２７ー１５
東京都 世田谷区 ココカラファイン 茶沢通り店 03-5431-7271 東京都世田谷区太子堂 ２ー１６ー７
東京都 世田谷区 くすりセイジョー等々力店 03-5752-6088 東京都世田谷区等々力３ー９ー５
東京都 世田谷区 ココカラファイン 祖師ヶ谷大蔵駅前店 03-5429-0250 東京都世田谷区祖師谷 ３ー３３ー１０
東京都 世田谷区 ココカラファイン 用賀中町通り店 03-5758-8768 東京都世田谷区中町 ５ー３１ー１２
東京都 世田谷区 ココカラファイン 駒沢大学駅前店 03-5712-4575 東京都世田谷区駒沢１ー３ー１６
東京都 世田谷区 ヘルスケアセイジョー 芦花公園南口店 03-5314-1166 東京都世田谷区南烏山 ２ー３４ー２ラ・クラッソ１Ｆ
東京都 世田谷区 ココカラファイン 千歳船橋南口店 03-6674-1018 東京都世田谷区桜丘二丁目 ２９ー９ アルフラットｓｈｉｍａｄａ
東京都 世田谷区 ココカラファイン 経堂コルティ店 03-5426-3945 東京都世田谷区経堂２ー１ー３３
東京都 世田谷区 クスリのナカヤマ 喜多見駅前店 03-5727-1030 東京都世田谷区喜多見 ８ー１８ー１２コーポ真木２Ｆ
東京都 世田谷区 トモズ三軒茶屋店 03-6453-4161 東京都世田谷区三軒茶屋 １ー３９ー７
東京都 世田谷区 クスリのナカヤマ 千歳烏山店 03-5969-1414 東京都世田谷区南烏山 ５丁目１９ー１３　１Ｆ
東京都 渋谷区 ヨコタ薬局 03-3461-1917 東京都渋谷区 宇田川町２４番１０号

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

東京都 渋谷区 ＠ｃｏｓｍｅ　ｓｔｏｒｅ 渋谷マルイ店 03-5728-5844 東京都渋谷区神南１ー２２ー６ 渋谷マルイ５Ｆ
東京都 渋谷区 ＰｉｕＭａｇｉ 原宿アルタ店 03-5413-6290 東京都渋谷区神宮前１ー１６ー４ 原宿アルタ店Ｂ１
東京都 渋谷区 薬マツモトキヨシ 渋谷Ｐａｒｔ１店 03-3463-1130 東京都渋谷区宇田川町２２ー３ ４階
東京都 渋谷区 薬マツモトキヨシ 原宿竹下通り店 03-3423-5115 東京都渋谷区神宮前１ー１６ー７ ２階
東京都 渋谷区 薬マツモトキヨシ 渋谷Ｐａｒｔ２店 03-5459-7373 東京都渋谷区宇田川町２３ー４
東京都 渋谷区 薬マツモトキヨシ 恵比寿駅東口店 03-5447-5006 東京都渋谷区恵比寿 １ー１０ー１０
東京都 渋谷区 スギドラッグ 代官山店 03-6416-3435 東京都渋谷区恵比寿西 １ー３４ー１７ ＺａＨｏｕｓｅビル１階
東京都 渋谷区 薬マツモトキヨシ 原宿駅表参道口店 03-5413-3066 東京都渋谷区神宮前 １ー１４ー２５ クロスアベニュー原宿



東京都 渋谷区 ハックドラッグ 代官山ディセ店 03-5728-1189 東京都渋谷区代官山町１７ー６ アドレスディセ１Ｆ
東京都 渋谷区 ココカラファイン 代々木上原店 03-5790-7604 東京都渋谷区西原３ー１ー８
東京都 渋谷区 くすりセイジョー初台店 03-5333-2088 東京都渋谷区初台１ー６ー９

東京都 渋谷区 ココカラファイン 代々木八幡店 03-5790-5933
東京都渋谷区富ヶ谷１ー５１ー３ パークハウス代々木公園 ラ
フィナート１Ｆ

東京都 渋谷区 ココカラファイン恵比寿店 03-6892-0101 東京都渋谷区恵比寿西１ー２ー１ エビスマンション１Ｆ
東京都 渋谷区 ココカラファイン 参宮橋店 03-5354-5363 東京都渋谷区代々木 ４ー６ー３
東京都 中野区 ＭＣＳ中野マルイ店 03-6454-1960 東京都中野区中野３ー３４ー２８ 中野マルイ１Ｆ
東京都 中野区 薬マツモトキヨシ 中野ＰＡＲＴ２店 03-5343-1218 東京都中野区中野５ー６１ー６ ２階
東京都 中野区 どらっぐぱぱす新江古田駅前店 03-3950-9341 東京都中野区江原町 ２－３１－１０
東京都 中野区 スギ薬局 新井薬師店 03-5345-7011 東京都中野区新井５丁目１ー３ パステル中野１階
東京都 中野区 スギ薬局 中野南台店 03-6300-6091 東京都中野区南台１丁目１番 １４号　サンハイツ１階
東京都 中野区 薬マツモトキヨシ 中野通り店 03-5318-2084 東京都中野区中野５ー６５ー５ ＳＫ中野ビル
東京都 中野区 クスリの一本堂新中野店 03-5328-7681 東京都中野区中央３ー３４ー３ メイヒル新中野
東京都 中野区 ハックドラッグ 中野富士見町店 03-5341-3989 東京都中野区 弥生町５丁目２６－９
東京都 中野区 ココカラファイン 中野中央店 03-5348-7655 東京都中野区中央 ３ー２４ー９
東京都 中野区 セイジョー都立家政店 03-5364-7331 東京都中野区若宮３ー３７ー８ 金井ビル
東京都 中野区 ココカラファイン 東中野店 03-5348-2307 東京都中野区東中野３ー１１ー６ 誠屋ビル１Ｆ
東京都 杉並区 なかがわ薬局八幡山店 03-5316-9321 東京都杉並区上高井戸１ー８ー４
東京都 杉並区 カネマスヤ 03-3392-2858 東京都杉並区上荻 １－９－１－１２２ タウンセブン１Ｆ
東京都 杉並区 ジェル　ヤナギサワ 03-3390-4232 東京都杉並区 下井草２ー３９ー１６
東京都 杉並区 薬マツモトキヨシ 井荻店 03-3396-6055 東京都杉並区下井草 ５ー１８ー１３
東京都 杉並区 どらっぐぱぱす　井荻駅前店 03-3395-9341 東京都杉並区上井草 １ー２４ー１７
東京都 杉並区 どらっぐぱぱす　浜田山店 03-3304-9341 東京都杉並区浜田山３ー３０ー２
東京都 杉並区 ウエルシア薬局杉並松ノ木店 03-5929-3770 東京都杉並区松ノ木２－４１－７
東京都 杉並区 スギ薬局 阿佐ヶ谷店 03-5305-3395 東京都杉並区阿佐ヶ谷南 １ー３６ー４ 三幸ビル１階
東京都 杉並区 スギ薬局 高井戸店 03-5336-6910 東京都杉並区宮前１ー２０ー２９
東京都 杉並区 薬マツモトキヨシ 阿佐ヶ谷パールセンター店 03-5305-4532 東京都杉並区阿佐谷南 １ー３５ー１２ Ｈａｎａｂｕｓａ　ＢＬＤ
東京都 杉並区 薬マツモトキヨシ 下井草店 03-5311-3027 東京都杉並区下井草 ３ー３８ー１８ レヴォ１Ｆ
東京都 杉並区 ココカラファイン 荻窪南仲通り店 03-5347-4621 東京都杉並区荻窪５ー１２０
東京都 杉並区 ココカラファイン 方南町店 03-5307-7701 東京都杉並区方南２ー２１ー１
東京都 杉並区 ココカラファイン 阿佐谷店 03-5307-7702 東京都杉並区阿佐ヶ谷南 １ー３６ー８
東京都 杉並区 ココカラファイン 西荻窪店 03-5941-0899 東京都杉並区西荻南３ー８ー１６ メゾン西荻
東京都 杉並区 セイジョー芦花公園店 03-5374-7267 東京都杉並区上高井戸 １ー２０ー５第２長崎ビル
東京都 杉並区 ココカラファイン 阿佐谷北店 03-5327-3061 東京都杉並区阿佐谷北 ２ー１５ー１８
東京都 杉並区 ココカラファイン 永福町駅前店 03-6687-6765 東京都杉並区永福 １ー４４ー１２中根ビル１階

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

東京都 杉並区 ココカラファイン 阿佐谷中杉通り店 03-5364-0531 東京都　杉並区 阿佐ヶ谷北　１ー４３ー２ レジデンス若葉１Ｆ
東京都 杉並区 ココカラファイン 荻窪西店 03-5347-4691 東京都杉並区 上荻１－１６－６ 第２丸三ビル

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

東京都 杉並区 ドラッグセガミ 成田東店 03-5929-2166 東京都杉並区成田東 １ー３８ー１１
東京都 豊島区 ＠ｃｏｓｍｅ　ｓｔｏｒｅ ルミネ池袋店 03-5928-5127 東京都豊島区西池袋１ー１１ー１ ルミネ池袋７Ｆ
東京都 豊島区 ＠ｃｏｓｍｅ　ｓｔｏｒｅ 池袋サンシャインシティ店 03-5396-7703 東京都豊島区東池袋３ー１ サンシャインシティアルパＢ１
東京都 豊島区 薬マツモトキヨシ 巣鴨駅前通り店 03-3910-7366 東京都豊島区巣鴨３ー２８ー８ ２階



東京都 豊島区 薬マツモトキヨシ 池袋東口店 03-3988-8130 東京都豊島区南池袋１ー２７ー５ ４階
東京都 豊島区 薬マツモトキヨシ 椎名町店 03-3530-4800 東京都豊島区長崎２ー１３ー２
東京都 豊島区 薬マツモトキヨシ 池袋ｐａｒｔ２ 03-5951-0051 東京都豊島区東池袋１ー２２ー８ ６階
東京都 豊島区 トウブドラッグ下板橋店 03-5957-5686 東京都豊島区池袋本町 ４ー３８ー１
東京都 豊島区 どらっぐぱぱす要町駅前店 03-3974-1193 東京都豊島区要町１ー９ー１
東京都 豊島区 薬マツモトキヨシ 南池袋店 03-3987-0255 東京都豊島区南池袋 １ー１７ー１３　３階
東京都 豊島区 薬マツモトキヨシ 池袋ショッピングパーク店 03-3987-5361 東京都豊島区南池袋１ー２９ー１
東京都 豊島区 スギ薬局 東池袋店 03-5985-9550 東京都豊島区東池袋２丁目 ２２ー１ 信越ビル１階
東京都 豊島区 スギ薬局 西池袋店 03-5956-8477 東京都豊島区西池袋３ー１７ー３ 群馬土地池袋西口ビル２階
東京都 豊島区 薬マツモトキヨシ 目白店 03-5988-7073 東京都豊島区目白３ー５ー１５
東京都 豊島区 薬マツモトキヨシ Ｅｃｈｉｋａ池袋店 03-5956-1022 東京都豊島区西池袋 ３ー２８ー１４ Ｅｃｈｉｋａ池袋Ｂ１階
東京都 豊島区 薬マツモトキヨシ 東長崎駅北口店 03-5917-0789 東京都豊島区長崎４丁目 ８番５号　宏明ビル１階
東京都 豊島区 ハックエクスプレス 池袋店 03-5956-8089 東京都豊島区南池袋１ー２８ー２ ＪＲ東日本池袋駅構内Ｂ１Ｆ
東京都 豊島区 ココカラファイン 西池袋店 03-5911-7338 東京都豊島区西池袋５ー５ー２１
東京都 豊島区 ココカラファイン池袋マルイ店 03-3980-1239 東京都豊島区西池袋 ３ー２８ー１３ 池袋マルイ　４階
東京都 豊島区 クスリの一本堂　東長崎店 03-5988-5891 東京都豊島区南長崎５－３２－７
東京都 豊島区 ドン・キホーテ 池袋東口店 03-5957-3311 東京都豊島区南池袋１丁目 ２２番５号
東京都 北区 松坂屋化粧品店 03-3916-2607 東京都北区滝野川７－２８－９
東京都 北区 イトーヨーカドー 赤羽店 03-3905-5111 東京都北区赤羽西１ー７ー１
東京都 北区 ウエルシア薬局　浮間店 03-5916-0511 東京都北区浮間２ー１２ー２４
東京都 北区 薬マツモトキヨシ 赤羽東口駅前店 03-3901-0281 東京都北区赤羽１ー９ー３
東京都 北区 どらっぐぱぱす王子本町店 03-3907-7541 東京都北区王子本町１ー７ー１３
東京都 北区 どらっぐぱぱす　駒込店 03-5974-9341 東京都北区中里２ー１６ー２
東京都 北区 スギドラッグ 西ケ原店 03-5972-4781 東京都北区西ケ原１ー３１ー２５ グランドマスト西ヶ原１階
東京都 北区 どらっぐぱぱす　浮間店 03-3965-4193 東京都北区浮間３ー２７ー２１
東京都 北区 薬マツモトキヨシ 王子店 03-5959-2545 東京都北区豊島１ー１ー１ ネクスサイト王子ビル１Ｆ
東京都 北区 ハックドラッグ 赤羽台店 03-5963-5067 東京都北区赤羽台１ー５ー１８
東京都 北区 クスリの一本堂　王子駅前店 03-5959-6281 東京都北区王子１ー９ー１５
東京都 荒川区 ドレミ 03-3809-5611 東京都荒川区 荒川７－５０－９ サンポップマチヤ１Ｆ
東京都 荒川区 どらっぐぱぱす　東尾久店 03-3819-9341 東京都荒川区東尾久４ー２７ー４
東京都 荒川区 どらっぐぱぱす町屋店 03-3809-4193 東京都荒川区町屋３－１９－１３
東京都 荒川区 どらっぐぱぱす　熊野前店 03-3800-9341 東京都荒川区東尾久６ー５１ー６
東京都 荒川区 どらっぐぱぱす 東日暮里リーデンスタワー店 03-3805-9311 東京都荒川区東日暮里 ５ー１６ー２ー１０１
東京都 荒川区 どらっぐぱぱす西日暮里店 03-3891-1581 東京都荒川区西日暮里２ー５ー１ リトラモント１Ｆ
東京都 荒川区 薬マツモトキヨシ 荒川南千住店 03-5615-3424 東京都荒川区南千住 ６ー２７ー１０

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

東京都 荒川区 スギドラッグ 東尾久店 03-5901-9205 東京都荒川区東尾久 ４ー８ー１１
東京都 荒川区 一本堂　三ノ輪店 03-5604-0171 東京都荒川区 南千住１－１３－１
東京都 荒川区 キリン堂薬店 南千住店 03-5604-3847 東京都荒川区南千住４ー７ー２ ｌａｌａテラス南千住
東京都 板橋区 ふたば 03-3956-0019 東京都板橋区大山町２７－１０
東京都 板橋区 田中屋高島平店 03-3936-4547 東京都板橋区高島平 ２－３３－１－１１０
東京都 板橋区 おしゃれの店田中屋 田中屋志村店 03-5914-4547 東京都板橋区 志村１ー３５ー１４
東京都 板橋区 西友　成増店 03-5998-6111 東京都板橋区成増３ー１１ー３
東京都 板橋区 薬マツモトキヨシ 成増店 03-5998-7541 東京都板橋区成増２ー１８ー８ 奥山ビル１Ｆ
東京都 板橋区 薬マツモトキヨシ 大山店 03-3530-5333 東京都板橋区大山町３０ー１７ ハヤシビル



東京都 板橋区 薬マツモトキヨシ 仲宿店 03-3964-4461 東京都板橋区仲宿４１ー８
東京都 板橋区 薬マツモトキヨシ ときわ台店 03-5966-1851 東京都板橋区南常盤台 １ー３０ー１
東京都 板橋区 ウエルシア薬局　板橋赤塚店 03-5904-7800 東京都板橋区赤塚６－１－２６
東京都 板橋区 スギドラッグ 成増駅南口店 03-6909-9681 東京都板橋区成増 ２ー１５ー１８
東京都 板橋区 スギドラッグ 板橋幸町店 03-5926-7161 東京都板橋区幸町４０ー４
東京都 板橋区 クスリの一本堂　新高島平店 03-5968-3571 東京都板橋区高島平７ー１３ー４ 榎本ビル新高島平
東京都 板橋区 ココカラファイン 高島平駅前店 03-3932-1968 東京都板橋区高島平８ー１２ー９ メソ゛ンソレイユ１Ｆ
東京都 板橋区 クスリの一本堂下板橋店 03-3579-8833 東京都板橋区 板橋１－６－５
東京都 板橋区 クスリの一本堂　浮間舟渡店 03-5914-6288 東京都板橋区舟渡１ー１３ー２３ レジデンスＢＳ１Ｆ
東京都 板橋区 ＭＥＧＡドン・キホーテ 板橋志村店 03-5916-6211 東京都板橋区志村 ３ー３２ー１６
東京都 板橋区 ココカラファイン高島平店 03-5922-6133 東京都板橋区高島平 ９ー２３ー１ 東急ストア高島平店１Ｆ
東京都 板橋区 くすりセイジョー仲宿２番店 03-5943-9217 東京都板橋区仲宿５４ー４
東京都 板橋区 ヘルスケアセイジョーときわ台店 03-5917-0225 東京都板橋区南常盤台 １ー２３ー１２
東京都 板橋区 くすりセイジョー蓮根店 03-5914-3238 東京都板橋区蓮根２ー１９ー２４
東京都 板橋区 ヘルスケアセイジョー志村３丁目店 03-5916-1610 東京都板橋区志村３ー６ー７
東京都 板橋区 ココカラファイン 西台駅前店 03-5914-6071 東京都板橋区蓮根３ー８ー２１ パル西台１Ｆ
東京都 板橋区 クスリの一本堂　四葉店 03-5968-3950 東京都板橋区四葉２ー１０ー１ サンシティ四葉１Ｆ
東京都 練馬区 ＳＨＩｍｉ）ＺＵ 03-3992-3531 東京都練馬区豊玉北 ５－１７－３
東京都 練馬区 西友　ＬＩＶＩＮオズ大泉店 03-3978-4358 東京都練馬区東大泉 ２ー１０ー１１
東京都 練馬区 どらっぐぱぱす　中村橋店 03-3970-9341 東京都練馬区 中村北４ー４ー２
東京都 練馬区 ウエルシア　練馬豊玉店 03-5912-5808 東京都練馬区豊玉北６ー１ー２ ディアマークスキャピタルタワー
東京都 練馬区 ウエルシア練馬早宮店 03-5946-3808 東京都練馬区早宮４ー３７ー２
東京都 練馬区 薬マツモトキヨシ ゆめりあフェンテ店 03-5387-3820 東京都練馬区東大泉５ー４３ー１
東京都 練馬区 ウエルシア　氷川台駅前店 03-5912-6078 東京都練馬区氷川台３ー３７ー８
東京都 練馬区 どらっぐぱぱす　下赤塚店 03-3938-9341 東京都練馬区田柄２ー５３ー １１下赤塚鈴木ビル１Ｆ
東京都 練馬区 薬マツモトキヨシ 中村橋駅前店 03-3926-6851 東京都練馬区貫井１ー２ー１
東京都 練馬区 ウエルシア薬局 豊玉目白通り店 03-5946-3727 東京都練馬区豊玉北５ー２４ー２
東京都 練馬区 どらっぐぱぱす　氷川台駅前店 03-3557-4193 東京都練馬区氷川台 ３ー４０ー１５ ガーデン氷川台ハイム
東京都 練馬区 ウエルシア薬局練馬石神井店 03-5923-1180 東京都練馬区石神井町 ６－１５－８
東京都 練馬区 ウエルシア薬局練馬高松店 03-5923-0262 東京都練馬区高松６－９－４
東京都 練馬区 ウエルシア薬局　練馬向山店 03-3577-8501 東京都練馬区向山４－３４
東京都 練馬区 スギ薬局 関町北店 03-5903-5787 東京都練馬区関町北５丁目 １番３号
東京都 練馬区 スギ薬局 富士見台店 03-3577-8057 東京都練馬区富士見台 ２丁目１番１５号
東京都 練馬区 スギ薬局 石神井台店 03-5923-6311 東京都練馬区石神井台 ２ー１５０７ー３
東京都 練馬区 スギ薬局 練馬豊玉店 03-5912-0701 東京都練馬区豊玉中 ３ー１２ー１１ 東武ストア練馬豊玉店２階
東京都 練馬区 スギドラッグ 練馬三丁目店 03-5946-6751 東京都練馬区練馬 三丁目２３番１号 ベルデ１階
東京都 練馬区 スギ薬局大泉学園店 03-6904-5891 東京都練馬区大泉学園町 ６ー１１ー４２
東京都 練馬区 スギドラッグ東大泉店 03-5935-8051 東京都練馬区東大泉 ３ー２ー１５ 島崎ビル１階
東京都 練馬区 スギドラッグ保谷駅北口店 03-6904-5816 東京都練馬区南大泉 五丁目３５番２３号 モアメーム１Ｆ
東京都 練馬区 ドラッグストアいわい石神井店 03-5393-1595 東京都練馬区下石神井１ー２ー３ エテルナ・ルミエーラ１Ｆ
東京都 練馬区 クスリの一本堂上石神井店 03-3594-3011 東京都練馬区上石神井 １ー５ー１０
東京都 練馬区 ココカラファイン 上石神井店 03-5927-7151 東京都練馬区上石神井 ２ー２５ー１第３正良ビル１Ｆ
東京都 練馬区 ハックドラッグ 江古田店 03-5912-6989 東京都練馬区栄町２９ー１
東京都 練馬区 ハックドラッグ ピーコック高野台店 03-5910-7789 東京都練馬区高野台 １ー７ー１７ ピーコック高野台店１Ｆ
東京都 練馬区 ココカラファイン 関町店 03-5991-7443 東京都練馬区関町北 ２ー２９ー１２志田ビル１Ｆ
東京都 練馬区 セイジョー中村橋駅前店 03-5241-7047 東京都練馬区中村北３ー２３ー６



東京都 練馬区 ココカラファイン 江古田駅南口店 03-6675-3663 東京都練馬区旭丘 １ー７４ー３
東京都 練馬区 ドラッグセガミ 江古田店 03-5906-3231 東京都練馬区 旭丘１－７４－１
東京都 練馬区 ドラッグセガミ 練馬店 03-5987-5951 東京都練馬区中村北１丁目 １０番１２ サンイーストビル１Ｆ
東京都 練馬区 クスリの一本堂下石神井店 03-5910-7824 東京都練馬区下石神井５ー１６ー １３
東京都 練馬区 トモズ大泉学園店 03-5933-2490 東京都練馬区東大泉１ー３３ー６ 大泉源セントラルビル１Ｆ
東京都 練馬区 トモズ石神井公園店 03-6661-2274 東京都練馬区石神井町 ２ー１３ー１３
東京都 足立区 イトーヨーカドー 綾瀬店 03-3620-2911 東京都足立区綾瀬３ー４ー２５
東京都 足立区 イトーヨーカドー 竹の塚店 03-3884-4006 東京都足立区竹の塚５ー１７ー１
東京都 足立区 イトーヨーカドー アリオ西新井店 03-5681-1662 東京都足立区西新井栄町 １丁目２０－１
東京都 足立区 薬マツモトキヨシ 北千住店 03-3881-2278 東京都足立区千住２ー２６ ２階
東京都 足立区 薬マツモトキヨシ 北千住本町センター通り店 03-3870-9001 東京都足立区千住２ー３９　２階
東京都 足立区 ドラッグストアマツモトキヨシ 足立花畑店 03-3859-2125 東京都足立区花畑４ー３８ー１２ ２階
東京都 足立区 薬マツモトキヨシ 綾瀬東口店 03-3605-2851 東京都足立区綾瀬３ー１ー１
東京都 足立区 トウブドラッグ江北店 03-5839-5552 東京都足立区江北７ー２６ー１５
東京都 足立区 ウエルシア薬局　足立南花畑店 03-5851-2831 東京都足立区南花畑２ー４５ー２
東京都 足立区 ウエルシア薬局　足立加賀店 03-5839-3590 東京都足立区加賀２ー１０ー１
東京都 足立区 どらっぐぱぱす江北６丁目店 03-3898-4193 東京都足立区江北６ー１９ー２
東京都 足立区 どらっぐぱぱす伊興町店 03-3856-4193 東京都足立区西伊興４ー６ー２５
東京都 足立区 ウエルシア薬局　足立青井店 03-5845-1660 東京都足立区 青井２－２０－１４
東京都 足立区 ウエルシア薬局　足立江北店 03-5839-6341 東京都足立区江北 １ー７ー１５
東京都 足立区 ウエルシア薬局　足立島根店 03-5831-2840 東京都足立区島根３ー２０ー １７
東京都 足立区 どらっぐぱぱす　西竹ノ塚店 03-3896-9341 東京都足立区西竹ノ塚 １ー８ー２２
東京都 足立区 薬マツモトキヨシ 竹の塚６丁目店 03-3883-8833 東京都足立区竹の塚６ー３ー１３
東京都 足立区 ウエルシア薬局足立弘道店 03-5845-3552 東京都足立区弘道２ー１８ー７
東京都 足立区 ウエルシア薬局足立加平店 03-5613-1831 東京都足立区加平３ー４ー１６
東京都 足立区 ウエルシア薬局　竹の塚店 03-5831-2341 東京都足立区竹の塚 ５－２４－１１
東京都 足立区 スギ薬局 ベルクス足立中央店 03-5845-3266 東京都足立区中央本町 ４ー２３ー２０ ベルクス足立中央内
東京都 足立区 ウエルシア足立西新井店 03-5838-0775 東京都足立区西新井 ４ー３２ー９
東京都 足立区 ウエルシア足立竹の塚１丁目店 03-5831-3227 東京都足立区竹の塚 １ー１３ー１０
東京都 足立区 薬マツモトキヨシ ポンテポルタ千住店 03-5284-3448 東京都足立区千住橋戸町 １ー１３

東京都 足立区
トウブドラッグ ドラッグストアマツモトキヨシ梅島
駅前店

03-5845-3471 東京都足立区梅島 ８ー１４ー７３

東京都 足立区 ウエルシア足立新田店 03-5959-1255 東京都足立区新田２ー６ー１５
東京都 足立区 ココカラファイン 北千住西口駅前店 03-6674-2122 東京都足立区千住３ー７７ きたテラス１Ｆ
東京都 足立区 ドラッグセガミ ハートアイランド店 03-5902-3541 東京都足立区新田３－３４－５ 日土地新田ビル１Ｆ
東京都 葛飾区 イトーヨーカドー 高砂店 03-3659-7171 東京都葛飾区高砂３ー１２ー５
東京都 葛飾区 イトーヨーカドー 四つ木店 03-3694-8811 東京都葛飾区四つ木２ー２１ー１
東京都 葛飾区 イトーヨーカドー 亀有店 03-3838-7721 東京都葛飾区亀有３ー４９ー３
東京都 葛飾区 薬マツモトキヨシ ルミエール新小岩店 03-3674-5399 東京都葛飾区新小岩１－３９ー６ タツクビル
東京都 葛飾区 薬マツモトキヨシ 立石駅前店 03-3697-7300 東京都葛飾区立石４ー２５ー８
東京都 葛飾区 ドラッグストアマツモトキヨシ 新柴又駅前店 03-3659-5771 東京都葛飾区柴又４ー３２ー１４
東京都 葛飾区 どらっぐぱぱす　綾瀬駅前店 03-3838-9393 東京都葛飾区小菅 ４－１１－９
東京都 葛飾区 どらっぐぱぱす　堀切菖蒲園店 03-3695-4193 東京都葛飾区堀切４ー１１ー ３
東京都 葛飾区 どらっぐぱぱすお花茶屋駅前店 03-3604-4193 東京都葛飾区お花茶屋１ー１８ー １１
東京都 葛飾区 ウエルシア葛飾亀有店 03-3838-6998 東京都葛飾区亀有２ー１６ー１
東京都 葛飾区 どらっぐぱぱす　新小岩店 03-5670-4193 東京都葛飾区西新小岩１ー７ ー９西新小岩ハイツ１Ｆ



東京都 葛飾区 ウエルシア薬局　葛飾奥戸店 03-5672-4770 東京都葛飾区奥戸５ー５ー１
東京都 葛飾区 ウエルシア薬局　葛飾立石店 03-5671-3822 東京都葛飾区立石５－７－１９
東京都 葛飾区 どらっぐぱぱす　奥戸店 03-3696-4193 東京都葛飾区奥戸３ー２２ー９
東京都 葛飾区 ドラッグストアマツモトキヨシ 葛飾水元店 03-5648-2166 東京都葛飾区水元１ー２２ー２４
東京都 葛飾区 どらっぐぱぱす東立石店 03-3693-9393 東京都葛飾区東立石 ２ー１２ー１０
東京都 葛飾区 ウエルシア葛飾水元店 03-3826-4461 東京都葛飾区水元 ４ー１０ー２３
東京都 葛飾区 スギドラッグ 葛飾青戸店 03-6662-9350 東京都葛飾区青戸 ４ー２１ー１６
東京都 葛飾区 ドラッグセガミ 青戸駅前店 03-5629-6271 東京都葛飾区青戸３ー３７ー１５ 京成青戸ビル１Ｆ
東京都 葛飾区 ココカラファイン 金町店 03-5648-2510 東京都葛飾区東金町１ー２３ー２ 渋沢金町ビル１階
東京都 葛飾区 ココカラファイン新小岩北口店 03-3693-2801 東京都葛飾区西新小岩 １丁目３番１１号 フォーラム新小岩１階
東京都 葛飾区 ドラッグセガミ 青砥店 03-3838-5917 東京都葛飾区 青戸　３ー３６ー１ 京成ユアエルム青戸店１Ｆ
東京都 江戸川区 イトーヨーカドー 小岩駅前店 03-3673-3777 東京都江戸川区西小岩 １ー２４ー１
東京都 江戸川区 イトーヨーカドー 葛西店 03-5675-1101 東京都江戸川区東葛西 ９－３－３
東京都 江戸川区 どらっぐぱぱす西瑞江店 03-5666-9393 東京都江戸川区 西瑞江３－１７－７
東京都 江戸川区 ドラッグぱぱす　南小岩店 03-3650-4193 東京都江戸川区南小岩 ３ー２４ー１３
東京都 江戸川区 どらっぐぱぱす平井駅前店 03-3612-1193 東京都江戸川区平井５ー２１ー３
東京都 江戸川区 ウエルシア薬局　江戸川一之江店 03-5661-7717 東京都江戸川区一之江 ７ー７３ー５
東京都 江戸川区 ウエルシア薬局　江戸川中葛西店 03-5679-7817 東京都江戸川区中葛西 ６ー８ー１１
東京都 江戸川区 ウエルシア薬局　江戸川鹿骨店 03-5664-1531 東京都江戸川区鹿骨４ー２ー９
東京都 江戸川区 スギ薬局 江戸川中央店 03-5661-2715 東京都江戸川区中央 ３ー１２ー１４
東京都 江戸川区 どらっぐぱぱす　江戸川区役所前店 03-5607-4193 東京都江戸川区松島 １－４１－２０
東京都 江戸川区 どらっぐぱぱす船堀店 03-3869-4493 東京都江戸川区船堀 ４－１６－２０
東京都 江戸川区 薬マツモトキヨシ 西葛西駅前店 03-5696-2552 東京都江戸川区西葛西 ６ー１６ー１
東京都 江戸川区 ウエルシア江戸川本一色店 03-5678-5117 東京都江戸川区本一色 ３ー７ー２
東京都 江戸川区 ウエルシア薬局　江戸川松本店 03-5678-8262 東京都江戸川区松本 １ー１６ー２１
東京都 江戸川区 ウエルシア江戸川篠崎店 03-5664-2031 東京都江戸川区篠崎町 ２ー２５ー１３
東京都 江戸川区 ウエルシア江戸川瑞江駅前店 03-5664-1151 東京都江戸川区南篠崎町 ３ー１ー３

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

東京都 江戸川区 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ 南葛西店 03-3877-5253 東京都江戸川区南葛西 ５丁目７番４号
東京都 江戸川区 ドラッグストアいわい 西葛西サンパティオ店 03-3877-3531 東京都江戸川区西葛西 ３ー１５ー５
東京都 江戸川区 ココカラファイン 篠崎駅前店 03-3698-2256 東京都江戸川区篠崎町 ２ー６ー１０ 石上ビル１Ｆ
東京都 江戸川区 クスリの一本堂　西葛西北口店 03-5679-6315 東京都江戸川区西葛西 ５ー２ー１０牧山ビル１Ｆ
東京都 八王子市 ナカヤマドラッグ 042-660-0708 東京都八王子市打越町 ３３５－１
東京都 八王子市 ＳＡＫＵＲＡＹＡ　ＦＯＲ　ＭＥ 京王八王子店 0426-56-7200 東京都八王子市明神町 ３－２７－１ 八王子ＳＣ２Ｆ
東京都 八王子市 ＰｉｕＭａｇｉ 八王子東急スクエア店 042-643-8241 東京都八王子市旭町９番１号 八王子東急スクエア３Ｆ
東京都 八王子市 薬マツモトキヨシ 八王子店 0426-27-3420 東京都八王子市三崎町４ー１２ ２Ｆ
東京都 八王子市 ドラッグストアマツモトキヨシ 八王子城山手店 0426-62-2065 東京都八王子市城山手 １ー３２ー７
東京都 八王子市 ドラッグストアマツモトキヨシ 南大沢店 0426-77-5620 東京都八王子市南大沢 ５ー１４ー１
東京都 八王子市 ウエルシア薬局　八王子東浅川店 0426-68-8038 東京都八王子市東浅川町 ５５７ー４

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

042-637-8200 東京都八王子市みなみ野 １ー２ー１

東京都 八王子市 ウエルシア薬局　八王子川口店 042-659-7561 東京都八王子市川口町 １７４６－１
東京都 八王子市 ウエルシア薬局　八王子弐分方店 042-655-2774 東京都八王子市弐分方町４８１番 地４
東京都 八王子市 ウエルシア薬局　八王子椚田店 042-668-8708 東京都八王子市椚田町７２ー１
東京都 八王子市 ウエルシア薬局八王子諏訪店 042-650-1351 東京都八王子市諏訪町４９９



東京都 八王子市 ウエルシアみなみ野店 0426-32-0680 東京都八王子市みなみ野 ５－１５－５
東京都 八王子市 ヘルスケアセイジョー西八王子店 042-669-0075 東京都八王子市千人町 ２ー１９ー１９
東京都 八王子市 ハックドラッグ 楢原コピオ店 042-655-1189 東京都八王子市楢原町９５２ー１ コピオ楢原店内
東京都 八王子市 ヘルスケアセイジョー八王子中野店 042-625-0280 東京都八王子市中野山王 １ー１１ー１６
東京都 八王子市 スギドラッグ八日町店 042-686-3981 東京都八王子市八日町８番１号 ビュータワー八王子１階
東京都 八王子市 イトーヨーカドー 八王子店 0426-62-5211 東京都八王子市狭間町 １４６２－１
東京都 立川市 ウエルシア薬局　立川若葉店 042-538-7237 東京都立川市若葉町３丁目 ２１番地
東京都 立川市 ウエルシア 立川柏町店 042-538-0301 東京都立川市柏町１丁目 ２０ー２２
東京都 立川市 薬マツモトキヨシ ららぽーと立川立飛店 042-540-6279 東京都立川市泉町９３５番地の１ １階１０５００
東京都 立川市 スギドラッグ 立川錦町店 042-519-3616 東京都立川市錦町１丁目１８ー６ 石塚家具店１階

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

東京都 武蔵野市 ココカラファイン吉祥寺南口店 0422-40-5038 東京都武蔵野市吉祥寺南町 １ー４ー３ ニューセンタービル
東京都 武蔵野市 薬マツモトキヨシ 吉祥寺サンロード店 0422-22-8331 東京都武蔵野市吉祥寺本町 １ー１４ー２　２Ｆ
東京都 武蔵野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 武蔵野関前店 0422-55-3210 東京都武蔵野市関前 ３ー２３ー１
東京都 武蔵野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 武蔵野八幡町店 0422-37-7050 東京都武蔵野市八幡町 １ー６ー１８
東京都 武蔵野市 ココカラファイン 武蔵境店 0422-60-4600 東京都武蔵野市境１ー３ー２
東京都 武蔵野市 トモズ　三鷹北口店 0422-36-5531 東京都武蔵野市中町１ー６ー５
東京都 武蔵野市 ココカラファイン 吉祥寺サンロード店 0422-21-4016 東京都武蔵野市吉祥寺本町 １ー１１ー３０ サンロードプラザ１Ｆ
東京都 武蔵野市 トモズアトレ吉祥寺店 0422-22-1512 東京都武蔵野市吉祥寺南町 １ー１ー２４
東京都 武蔵野市 イトーヨーカドー 武蔵境店 0422-31-4411 東京都武蔵野市 境南町２ー２－２０
東京都 三鷹市 ドラッグストアマツモトキヨシ 三鷹野崎店 0422-39-3325 東京都三鷹市野崎３ー３ー８
東京都 三鷹市 トモズ　三鷹南口店 0422-79-1288 東京都三鷹市下連雀 ３ー３２ー１９
東京都 三鷹市 ウエルシア　三鷹下連雀店 0422-79-8845 東京都三鷹市下連雀３丁目 ３０ー８
東京都 三鷹市 ドラッグストアマツモトキヨシ 三鷹新川店 03-5315-7510 東京都三鷹市新川 １丁目３番２５号
東京都 三鷹市 薬マツモトキヨシ 三鷹台駅前店 0422-72-5020 東京都三鷹市井の頭 ２丁目１番１７号 石伊ビル弐
東京都 三鷹市 スギドラッグ 三鷹深大寺店 0422-26-1304 東京都三鷹市深大寺 １丁目１４ー３７
東京都 青梅市 ドラッグストアマツモトキヨシ 青梅野上店 0428-24-9571 東京都青梅市師岡町 ３ー２３ー１２
東京都 青梅市 ウエルシア薬局　青梅新町店 0428-30-7285 東京都青梅市新町３丁目 ６９－４
東京都 青梅市 ウエルシア青梅今寺店 042-830-0621 東京都青梅市今寺５ー１３ー１
東京都 青梅市 ドラッグストアマツモトキヨシ 青梅千ヶ瀬店 0428-20-8822 東京都青梅市千ヶ瀬町 ４ー３２６ー１

東京都 府中市 ＳＡＫＵＲＡＹＡ　ＦＯＲ　ＭＥ 府中店 042-306-8023
東京都府中市宮町 １丁目１００番地
ル・シーニュ２階２０８区画

東京都 府中市 ウエルシア薬局　府中天神店 042-352-1180 東京都府中市天神町３－１２－６
東京都 府中市 スギドラッグ 府中若松店 042-358-3130 東京都府中市若松町 ４ー３７ー１
東京都 府中市 ウエルシア　府中是政店 0423-58-1328 東京都府中市是政２ー４ー２
東京都 府中市 ココカラファイン 府中紅葉丘店 0423-54-6631 東京都府中市紅葉丘 １ー２０ー２２
東京都 府中市 ヘルスケアセイジョー 府中けや木通り店 042-352-6003 東京都府中市宮西町１ー５ー１ フラココ第８ビル１Ｆ
東京都 府中市 ウエルシア 府中白糸台店 042-340-3200 東京都府中市白糸台 ３丁目３７－１２

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

東京都 府中市 ウエルシア 府中町２丁目店 042-358-2172 東京都府中市府中町２丁目９ー５
東京都 昭島市 ドラッグストアマツモトキヨシ 昭島中神町店 042-546-6145 東京都昭島市中神町 １ー２３ー１６
東京都 昭島市 薬マツモトキヨシ モリタウン昭島店 042-549-1036 東京都昭島市田中町５６２ー１ 本館１Ｆ
東京都 昭島市 ウエルシア 昭島朝日町店 042-500-4506 東京都昭島市朝日町 二丁目３番１９号
東京都 昭島市 イトーヨーカドー 昭島店 0425-46-1411 東京都昭島市田中町５６２ー１



東京都 調布市 ＰｉｕＭａｇｉ 調布パルコ店 0424-89-5161 東京都調布市小島町１ー３８ー１ パルコ１Ｆ
東京都 調布市 セイジョー調布つつじヶ丘店 0424-42-8051 東京都調布市西つつじケ丘 ３ー３４ー５
東京都 調布市 ココカラファイン 仙川店 03-5314-7566 東京都調布市仙川町 １ー１８ー２
東京都 調布市 スギ薬局 調布布田店 042-426-8501 東京都調布市布田 ２丁目２１番地１
東京都 調布市 ココカラファイン 調布北口店 042-486-0711 東京都調布市小島町 １丁目１０ー１　１階
東京都 町田市 アクアコスメラボ　町田店 042-860-6796 東京都町田市原町田６ー８ー１ １０９町田１Ｆ
東京都 町田市 薬マツモトキヨシ 町田東口店 042-722-7515 東京都町田市原町田 ６ー１５ー１５ ２Ｆ
東京都 町田市 薬マツモトキヨシ 町田店 042-721-5633 東京都町田市原町田６ー９ー１８
東京都 町田市 ウエルシア薬局　町田滝の沢店 042-710-4782 東京都町田市木曽町１２０ー１
東京都 町田市 ウエルシア薬局　町田境川店 042-789-5220 東京都町田市木曽東２丁目 １０－１
東京都 町田市 スギ薬局 町田高ヶ坂店 042-710-8571 東京都町田市高ヶ坂４７９番地６
東京都 町田市 スギ薬局 ミーナ町田店 042-710-0520 東京都町田市原町田 ４丁目１番１７号 ミーナ町田２階
東京都 町田市 ハックドラッグ つくし野駅前薬局 0427-96-8960 東京都町田市 つくし野２－２５－３
東京都 町田市 ハックドラッグ 町田小山店 042-798-6389 東京都町田市小山町 ５－３
東京都 町田市 くすりセイジョー成瀬南口店 042-788-2133 東京都町田市成瀬が丘 ２ー２５ー１３
東京都 町田市 セイジョー成瀬店 042-739-3621 東京都町田市成瀬４６２１ー１
東京都 町田市 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 本町田店 042-710-6008 東京都町田市本町田２９２５
東京都 町田市 ハックドラッグ 成瀬ローゼン店 042-710-5589 東京都町田市南成瀬１ー３ー５ 相鉄ローゼン成瀬店２Ｆ
東京都 町田市 トモズ鶴川店 042-708-8850 東京都町田市能ヶ谷１ー７ー１ ダイヤモンド会館１Ｆ
東京都 町田市 スギドラッグ コピオ多摩境店 042-703-8656 東京都町田市小山ケ丘 四丁目５番地２ コピオ多摩境店内
東京都 町田市 スギドラッグ 南町田店 042-706-8975 東京都町田市南町田 １丁目１３番５０号
東京都 小金井市 ココカラファイン武蔵小金井店 042-386-5388 東京都小金井市本町 ６ー１３ー１４ スターハイツ１階
東京都 小金井市 イトーヨーカドー 武蔵小金井店 042-382-1211 東京都小金井市本町 ６－１４－９
東京都 小平市 ハックドラッグ 小平上水店 042-359-3189 東京都小平市 上水本町３－５－３
東京都 小平市 ドラッグフォーユー　小平店 042-345-9911 東京都小平市美園町 １ー１５ー２ー１Ｆ
東京都 小平市 薬マツモトキヨシ 花小金井駅北口店 042-462-2455 東京都小平市花小金井 １丁目１番１１号 エメラルドビル１０１
東京都 小平市 セイジョー一橋学園駅前店 042-349-7134 東京都小平市学園東町 １ー５ー１０小平センタービル
東京都 小平市 ハックドラッグ 小平小川東店 042-349-0889 東京都小平市 小川東町 １－６－２０
東京都 小平市 ウエルシア ダイエー小平店 042-349-3705 東京都小平市小川東町 ２ー１２ー１
東京都 日野市 ウエルシア 日野落川店 042-599-3304 東京都日野市落川 ９９７番地
東京都 日野市 ウエルシア 日野栄町店 042-589-6963 東京都日野市栄町 ４丁目２２ー１
東京都 東村山市 ドラッグフォーユー　久米川店 0423-95-8640 東京都東村山市栄町 ３ー１１ー１１ アルテミス久米川１０１号
東京都 東村山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 東村山店 0423-97-6918 東京都東村山市本町１ー２０ー１
東京都 東村山市 ウエルシア薬局　東村山久米川店 042-390-8028 東京都東村山市久米川町４ー３ー ３９
東京都 東村山市 薬マツモトキヨシ 久米川南口駅前店 042-392-1880 東京都東村山市栄町２ー３ー２
東京都 東村山市 スギドラッグ 東村山秋津店 042-306-4791 東京都東村山市秋津町 ３ー８ー４
東京都 東村山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 東村山秋津店 042-390-2037 東京都東村山市秋津町 １丁目７番７号
東京都 国分寺市 ＭＣＳ国分寺マルイ店 042-300-0221 東京都国分寺市南町３ー２０ー３ 国分寺マルイ１階
東京都 国分寺市 ココカラファイン 国分寺駅前通り店 042-300-0588 東京都国分寺市本町２ー１０ー９
東京都 国分寺市 スギ薬局 国分寺駅北口店 042-312-4806 東京都国分寺市本町四丁目 １３番６号　セントラルビル１階
東京都 国分寺市 薬マツモトキヨシ セレオ国分寺店 042-327-1024 東京都国分寺市南町 ３丁目２０番３号
東京都 福生市 スギ薬局 福生店 042-539-4101 東京都福生市熊川９８１番地７
東京都 福生市 ウエルシア福生北田園店 042-539-5030 東京都福生市北田園 ２ー１８ー５
東京都 狛江市 ココカラファイン 狛江店 03-5497-7930 東京都狛江市東和泉１ー１６ー５ １０１
東京都 狛江市 スギドラッグ狛江店 03-5761-5931 東京都狛江市和泉本町三丁目 ３１番１１号
東京都 東大和市 ドラッグストアマツモトキヨシ 東大和上北台店 042-562-7775 東京都東大和市立野２ー９ー１１



東京都 東大和市 スギ薬局 東大和店 042-590-0241 東京都東大和市向原４丁目 ２２番地２
東京都 東大和市 ウエルシア東大和店 0425-67-4138 東京都東大和市 立野３丁目１１４９－２
東京都 東大和市 ハックドラッグ 東大和向原店 042-590-1289 東京都東大和市向原３ー３ー１
東京都 東大和市 イトーヨーカドー 東大和店 042-561-1289 東京都東大和市桜ヶ丘 ２ー１４２ー１
東京都 清瀬市 スギ薬局 清瀬店 042-494-6371 東京都清瀬市元町 ２丁目２６番１４号
東京都 清瀬市 ココカラファイン 清瀬店 0424-96-7106 東京都清瀬市松山 １－１０－１
東京都 東久留米市 ウエルシア薬局東久留米本町店 042-479-0125 東京都東久留米市本町１丁目 ４－１７

東京都 東久留米市 ハックドラッグ クルネ東久留米店 042-479-1189
東京都東久留米市野火止１－３ 東久留米ショッピングセンター
クルネ１Ｆ

東京都 東久留米市 スギ薬局 東久留米駅前店 042-470-5101 東京都東久留米市本町一丁目 ３番３３号
東京都 東久留米市 ウエルシア東久留米滝山店 042-479-1123 東京都東久留米市滝山 １丁目８番２０号

東京都 武蔵村山市
ＭＡＳＡＹＡ　カラースタジオイオンモールむさし村
山店

042-590-1481 東京都武蔵村山市榎１丁目 １ー３ー１０２１

東京都 武蔵村山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 武蔵村山店 042-590-0230 東京都武蔵村山市大南１丁目 １２７ー２
東京都 武蔵村山市 ウエルシア ダイエー武蔵村山店 042-520-5491 東京都武蔵村山市伊奈平 ３ー３６ー１
東京都 武蔵村山市 スギドラッグ残堀店 042-520-6731 東京都武蔵村山市残堀五丁目 １２６番地の２
東京都 多摩市 ティー・エム・シー 丘の上薬局　聖蹟桜ヶ丘店 042-356-3222 東京都多摩市関戸４ー７２ ＯＰＡ聖蹟桜ヶ丘店１Ｆ
東京都 多摩市 ＳＡＫＵＲＡＹＡ　ＦＯＲ　ＭＥ 多摩センター店 042-400-5932 東京都多摩市落合１ー４６ー１ ココリア多摩センター１階
東京都 多摩市 龍生堂薬局 永山店 042-373-6087 東京都多摩市永山１ー４ グリナード永山３Ｆ
東京都 多摩市 薬マツモトキヨシ 京王多摩センター店 042-311-2262 東京都多摩市落合１ー１０ー１ 京王多摩センターＳＣ１階
東京都 多摩市 イトーヨーカドー 多摩センター店 0423-89-5817 東京都多摩市落合１ー４４
東京都 稲城市 ドラッグストアマツモトキヨシ アメリア稲城店 042-378-3066 東京都稲城市矢野口２２８４ー１
東京都 稲城市 ドラッグストアマツモトキヨシ 稲城上平尾店 042-350-6264 東京都稲城市平尾１１３９番地 上平尾５４番街区５号
東京都 羽村市 セイジョー羽村店 042-570-6572 東京都羽村市富士見平二丁目 ２０番６号
東京都 羽村市 スギドラッグ コピオ羽村店 042-570-5651 東京都羽村市神明台 ２ー３ー１３
東京都 あきる野市 ドラッグストアマツモトキヨシ あきる野店 042-550-8471 東京都あきる野市秋川 １ー１２ー６
東京都 西東京市 ドラッグストアマツモトキヨシ 新ひばりが丘店 0424-63-7808 東京都西東京市谷戸町 ２ー１ー８０
東京都 西東京市 薬マツモトキヨシ 保谷北口駅前店 0424-21-6821 東京都西東京市下保谷 ４ー１３ー２４
東京都 西東京市 セイジョー柳沢店 0424-51-8144 東京都西東京市保谷町 ４ー１ー２３
東京都 西東京市 ハックドラッグ 田無駅前薬局 0424-51-5789 東京都西東京市 田無町４－２－１１ オリエス指田ビル１Ｆ

東京都 西多摩郡日の出町 アクアコスメラボ 042-519-9503
東京都西多摩郡日の出町大字平井 字三吉野桜木２３７ー３ イ
オンモール日の出　１Ｆ

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

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

神奈川県 横浜市鶴見区 ハックドラッグ 鶴見店 045-572-8944 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町１ー ５京急ストア鶴見西店内
神奈川県 横浜市鶴見区 ハックドラッグ シァル鶴見店 045-508-3289 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 １ー１ー２シァル鶴見２Ｆ

神奈川県 横浜市鶴見区 ハックドラッグ 矢向駅前店 045-580-1089
神奈川県横浜市鶴見区矢向 ６ー６ー２３
ライズモール矢向１Ｆー０１

神奈川県 横浜市鶴見区 くすりセイジョー鶴見店 045-576-3144 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町 １３ー１
神奈川県 横浜市鶴見区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 国道店 045-508-1188 神奈川県横浜市鶴見区 鶴見中央５ー２５ー３
神奈川県 横浜市鶴見区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 駒岡店 045-580-3555 神奈川県横浜市鶴見区駒岡 ５ー１７６５
神奈川県 横浜市鶴見区 クスリのカツマタ矢向店 045-570-3119 神奈川県横浜市鶴見区矢向 ６－７－１０
神奈川県 横浜市神奈川区 スギ薬局 大口店 045-439-3651 神奈川県横浜市神奈川区神之木町 ７ー５ ライフ大口店２Ｆ
神奈川県 横浜市神奈川区 ハックドラッグ 新子安店 045-438-1189 神奈川県横浜市神奈川区新子安１ ー２ー４



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

神奈川県 横浜市神奈川区 ハックドラッグ 六角橋店 045-439-0089
神奈川県横浜市神奈川区六角橋 １ー１３ー１
ビック・ライズビル六角橋１Ｆ

神奈川県 横浜市神奈川区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 菅田店 045-470-8881 神奈川県横浜市神奈川区 菅田町１８００
神奈川県 横浜市神奈川区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 羽沢店 045-370-0455 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町 １７４５
神奈川県 横浜市神奈川区 トモズ 白楽店 045-431-4366 神奈川県横浜市神奈川区白楽 １２１

神奈川県 横浜市西区
ＴＨＥ　ＣＯＳＭＥＴＩＣ　ＴＥＲＲＡＣＥ ＴＡＳＨＩＲＯ　Ｊ
Ｎ店

045-311-6458 神奈川県横浜市西区南幸 １ー５ー１ 相鉄ジョイナスＢ１Ｆ

神奈川県 横浜市西区 薬マツモトキヨシ 横浜ジョイナスＰａｒｔ２店 045-290-3360 神奈川県横浜市西区南幸 １ー４ーＢ１
神奈川県 横浜市西区 ハックドラッグ 横浜西口店 045-317-9489 神奈川県横浜市西区南幸１ー１２ ー６
神奈川県 横浜市西区 ハックドラッグ 横浜岡野店 045-317-8889 神奈川県横浜市西区岡野 ２ー５ー１８

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

神奈川県 横浜市西区 ハックドラッグ 横浜メディアタワー店 045-640-1189 神奈川県横浜市西区みなとみらい ４ー７ー３
神奈川県 横浜市西区 ヘルスケアセイジョー藤棚店 045-264-2616 神奈川県横浜市西区藤棚町 １ー２８ー２
神奈川県 横浜市西区 ヘルスケアセイジョー横浜西口店 045-420-3020 神奈川県横浜市西区北幸 １ー１ー８
神奈川県 横浜市西区 ヨドバシカメラ マルチメディア　ヨコハマ 045-313-1010 神奈川県横浜市西区北幸１ー２ー ７
神奈川県 横浜市西区 ドン・キホーテ 横浜西口店 045-317-3411 神奈川県横浜市西区南幸２ー１５ ー５
神奈川県 横浜市中区 薬マツモトキヨシ 伊勢佐木二丁目店 045-252-6733 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町 ２ー７３千松ビル２Ｆ
神奈川県 横浜市中区 マツモトキヨシ 薬マツモトキヨシ伊勢佐木一丁目 045-250-1085 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町 １ー６ー５

神奈川県 横浜市中区 スギ薬局 関内店 045-227-5770
神奈川県横浜市中区尾上町 １ー８
関内新井ビルディング１Ｆ

神奈川県 横浜市中区 ハックドラッグ 関内セルテ店 045-680-5589 神奈川県横浜市中区真砂町 ３－３３　セルテ１階
神奈川県 横浜市中区 ハックドラッグ 本牧宮原店 045-628-2789 神奈川県横浜市中区本牧宮原 １ー３
神奈川県 横浜市中区 ハックドラッグ 石川町店 045-663-9189 神奈川県横浜市中区石川町 １ー１３
神奈川県 横浜市中区 ハックドラッグ 新本牧店 045-624-4189 神奈川県横浜市 中区本牧原１７ー２
神奈川県 横浜市中区 ハックドラッグ 野毛店 045-260-5589 神奈川県横浜市中区野毛町 ３ー１６０ー４ちぇるる野毛１Ｆ
神奈川県 横浜市中区 ハックドラッグ 曙町店 045-250-3389 神奈川県横浜市中区曙町 ３ー３９ー１
神奈川県 横浜市中区 ハックドラッグ ベイタウン本牧５番街店 045-629-0889 神奈川県横浜市中区本牧原１２ マイカル本牧５番街１階
神奈川県 横浜市中区 くすりセイジョー横浜元町店 045-680-1530 神奈川県横浜市中区元町 ４ー１７９

神奈川県 横浜市中区 トモズカトレヤプラザ伊勢佐木店 045-315-3335
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町 １ー５ー４
カトレヤプラザ１Ｆ

神奈川県 横浜市南区 イトーヨーカドー 横浜別所店 045-716-0679 神奈川県横浜市南区別所１ー１４ ー１
神奈川県 横浜市南区 薬マツモトキヨシ 井土ヶ谷駅前店 045-716-1277 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷下町 ２１４ー５
神奈川県 横浜市南区 ハックドラッグ 永田北店 045-730-3389 神奈川県横浜市南区永田北 ３ー３ー１１
神奈川県 横浜市南区 ハックドラッグ 井土ヶ谷駅前店 045-710-8156 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷中町 １６１
神奈川県 横浜市南区 ハックドラッグ 六ッ川ローゼン店 045-730-6189 神奈川県横浜市南区六ッ川 ３ー７５
神奈川県 横浜市南区 ハックドラッグ 横浜南太田店 045-711-0113 神奈川県横浜市南区南太田 １ー２１ー５
神奈川県 横浜市南区 ハックドラッグ 六ツ川店 045-730-5689 神奈川県横浜市南区六ツ川 ２ー１０８ー３
神奈川県 横浜市南区 セイジョー上大岡店 045-716-0015 神奈川県横浜市南区大岡 ５丁目１６番６号
神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ＭＥＧＡドン・キホーテ 狩場インター店 045-722-3611 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町 １６４ー１

神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ハックドラッグ 保土ヶ谷帷子町店 045-338-3389
神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町 １ー５ー１
ライオンズプラザ１Ｆ

神奈川県 横浜市保土ケ谷区 くすりセイジョー和田町店 045-340-3132 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田町 １ー１８ー７
神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ココカラファイン 保土ヶ谷店 045-334-1600 神奈川県横浜市保土ヶ谷区帷子 １ー１７ー３ ＹＧＹ１階



神奈川県 横浜市磯子区 薬マツモトキヨシ 洋光台店 045-833-1221 神奈川県横浜市磯子区洋光台 ３ー１０ー１８
神奈川県 横浜市磯子区 ハックドラッグ 横浜磯子店 045-750-0789 神奈川県横浜市磯子区磯子 ３丁目１３番Ｋ
神奈川県 横浜市磯子区 ハックドラッグ 磯子駅前店 045-759-4089 神奈川県横浜市磯子区森 １－７－６
神奈川県 横浜市磯子区 ハックドラッグ 洋光台駅前店 045-830-3189 神奈川県横浜市磯子区洋光台 ３－１－１
神奈川県 横浜市磯子区 ハックドラッグ 根岸駅前店 045-762-1889 神奈川県横浜市 磯子区東町１７ー３０
神奈川県 横浜市磯子区 ハックドラッグ 磯子広町店 045-750-5689 神奈川県横浜市磯子区磯子 ６－４１－２３
神奈川県 横浜市磯子区 ハックドラッグ らびすた新杉田店 045-778-6789 神奈川県横浜市磯子区杉田１ー１ ー１
神奈川県 横浜市磯子区 ハックドラッグ 横浜杉田店 045-772-7201 神奈川県横浜市磯子区杉田 一丁目１５番２６号

神奈川県 横浜市磯子区 クスリのカツマタ磯子店 045-750-7011
神奈川県横浜市磯子区森 １－６－１ マイ・ストアマツザカヤ磯
子店内

神奈川県 横浜市金沢区 イトーヨーカドー 能見台店 045-781-8111 神奈川県横浜市金沢区能見台東 ３ー１
神奈川県 横浜市金沢区 薬マツモトキヨシ ビアレ横浜店 045-790-3667 神奈川県横浜市金沢区並木 ２ー１３ー２
神奈川県 横浜市金沢区 ドラッグストアマツモトキヨシ 京急ハウツ店 045-783-6776 神奈川県横浜市金沢区泥亀 １ー２５ー２
神奈川県 横浜市金沢区 薬マツモトキヨシ 金沢文庫駅店 045-790-5117 神奈川県横浜市金沢区谷津町 ３８４
神奈川県 横浜市金沢区 ドン・キホーテ ピカソ能見台店 045-782-2611 神奈川県横浜市金沢区能見台通 ４ー１
神奈川県 横浜市金沢区 ハックドラッグ 金沢シーサイド店 045-774-7853 神奈川県横浜市金沢区並木 １－１７　６号棟１Ｆ

神奈川県 横浜市金沢区 ハックドラッグ 能見台店 045-770-5189
神奈川県横浜市金沢区能見台 ３－１－１
けいきゅう能見台１Ｆ

神奈川県 横浜市金沢区 ハックドラッグ ビアレヨコハマ店 045-790-9589 神奈川県横浜市金沢区並木 ２－１３－１
神奈川県 横浜市金沢区 ハックドラッグ 金沢文庫西口店 045-791-7089 神奈川県横浜市金沢区 谷津町４１９
神奈川県 横浜市金沢区 ハックドラッグ 能見台駅前店 045-790-1289 神奈川県横浜市金沢区能見台通 ５－１０
神奈川県 横浜市金沢区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 富岡西店 045-770-0155 神奈川県横浜市金沢区富岡西 ７ー１５ー２０
神奈川県 横浜市港北区 ｍｕｓｅｅ　ｄｅ　ｐｅａｕ 日吉店 045-560-2225 神奈川県横浜市港北区日吉 ２ー１ー１日吉東急南館２Ｆ
神奈川県 横浜市港北区 ドラッグストアマツモトキヨシ 日吉箕輪店 045-565-4773 神奈川県横浜市港北区箕輪町 ２ー７０６ー１
神奈川県 横浜市港北区 ウエルシア薬局　横浜大豆戸店 045-533-1131 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 ９８０ー１
神奈川県 横浜市港北区 薬マツモトキヨシ トレッサ横浜店 045-532-2562 神奈川県横浜市港北区師岡町 ７００
神奈川県 横浜市港北区 ウエルシア薬局横浜綱島東店 045-533-0256 神奈川県横浜市港北区綱島東 ４ー８ー３７
神奈川県 横浜市港北区 スギ薬局 大倉山店 045-540-6651 神奈川県横浜市港北区大倉山 ５ー２５ー１９
神奈川県 横浜市港北区 ドン・キホーテ 日吉店 045-560-2011 神奈川県横浜市港北区箕輪町 ２ー４ー３７

神奈川県 横浜市港北区 ハックドラッグ 綱島駅前店 045-540-0889
神奈川県横浜市港北区綱島西１ー ６ー１８
アーバンシュロス綱島１ Ｆ

神奈川県 横浜市港北区 ハックドラッグ 綱島店 045-541-9089 神奈川県横浜市港北区綱島西 ２－１３－２３
神奈川県 横浜市港北区 ハックドラッグ 綱島西店 045-540-1745 神奈川県横浜市港北区綱島西２丁 目３６０きくむらビル１階
神奈川県 横浜市港北区 ハックドラッグ 綱島駅東口店 045-533-3185 神奈川県横浜市港北区綱島東 １ー５ー１７
神奈川県 横浜市港北区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 篠原店 045-488-1444 神奈川県横浜市港北区岸根町 ４３８－１
神奈川県 横浜市港北区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 岸根店 045-470-1800 神奈川県横浜市港北区 新横浜１ー１ー１
神奈川県 横浜市港北区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 新横浜店 045-476-3755 神奈川県横浜市港北区 新横浜２ー１２ー４
神奈川県 横浜市港北区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 新吉田東店 045-534-0788 神奈川県横浜市港北区新吉田東 ８ー２８ー４３
神奈川県 横浜市港北区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 綱島東店 045-540-2611 神奈川県横浜市港北区綱島東 ５ー８ー４５

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

神奈川県 横浜市戸塚区 湘南薬品ラピス 045-864-4193 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１０ ラピス１ビル　２Ｆ
神奈川県 横浜市戸塚区 ユニー アピタ　戸塚店 045-864-1201 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 ７６９－１
神奈川県 横浜市戸塚区 ウエルシア薬局戸塚舞岡店 045-820-3939 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町 ３６０５
神奈川県 横浜市戸塚区 ハックドラッグ モレラ東戸塚店 045-829-1689 神奈川県横浜市戸塚区川上町 ９１－１
神奈川県 横浜市戸塚区 ハックドラッグ 戸塚区役所店 045-869-6689 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 １６ー１７



神奈川県 横浜市戸塚区 ハックドラッグ 東戸塚オーロラモール店 045-827-1189 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 ５３７－１　オーロラモール１Ｆ
神奈川県 横浜市戸塚区 ハックドラッグ 東戸塚前田町店 045-828-2089 神奈川県横浜市戸塚区前田町 ５０３
神奈川県 横浜市戸塚区 ハックドラッグ 戸塚店 045-864-5589 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町 １９０－１
神奈川県 横浜市戸塚区 ハックドラッグ 戸塚東口店 045-870-1389 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 ７６９－１
神奈川県 横浜市戸塚区 ハックドラッグ東戸塚駅前店 045-820-3189 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 ５３９ー６

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

神奈川県 横浜市戸塚区 ハックドラッグ　サクラス戸塚店 045-869-2689 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 ４２５３－１　サクラス戸塚１Ｆ
神奈川県 横浜市戸塚区 ハックドラッグ 戸塚汲沢店 045-869-2089 神奈川県横浜市戸塚区汲沢 １ー２ー８
神奈川県 横浜市戸塚区 ハックドラッグ 戸塚上倉田店 045-869-3189 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 ４７９ー２
神奈川県 横浜市戸塚区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 上矢部店 045-815-1666 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 １８５２－１
神奈川県 横浜市戸塚区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＭＡＲＴ 戸塚町店 045-869-6881 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 ３５８５

神奈川県 横浜市港南区 タキザワ化粧品店 045-848-7951
神奈川県横浜市港南区上大岡西 １ー６ー１
ウイング上大岡３Ｆ３０１

神奈川県 横浜市港南区 イトーヨーカドー 上永谷店 045-844-1711 神奈川県横浜市港南区丸山台 １ー１２
神奈川県 横浜市港南区 薬マツモトキヨシ 上大岡店 045-846-1011 神奈川県横浜市港南区上大岡西 京急百貨店　１Ｆ
神奈川県 横浜市港南区 ドラッグストアマツモトキヨシ 港南台店 045-830-5035 神奈川県横浜市港南区港南台 ９ー１ー２
神奈川県 横浜市港南区 ハックドラッグ 港南台バーズ２ 045-830-0889 神奈川県横浜市港南区港南台 ３－１－３　港南台バーズ２Ｆ
神奈川県 横浜市港南区 ハックドラッグ 港南台駅前店 045-830-1689 神奈川県横浜市港南区 港南台４ー１ー３
神奈川県 横浜市港南区 ハックドラッグ 港南台店 045-830-5125 神奈川県横浜市港南区港南台 ４丁目２４ー１７
神奈川県 横浜市港南区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 笹下店 045-882-1311 神奈川県横浜市 港南区笹下４ー２ー３
神奈川県 横浜市旭区 コスメティックス　コスモス 045-391-0781 神奈川県横浜市旭区中希望ケ丘 １０７－３８
神奈川県 横浜市旭区 ハックドラッグ 若葉台店 045-922-5492 神奈川県横浜市旭区若葉台 ３－４－１
神奈川県 横浜市旭区 ハックドラッグ 上白根店 045-959-1189 神奈川県横浜市 旭区上白根町８５１－１
神奈川県 横浜市旭区 ハックドラッグ 市沢店 045-372-1893 神奈川県横浜市旭区市沢町 ６１４－１
神奈川県 横浜市旭区 ハックドラッグ 中白根店 045-958-1189 神奈川県横浜市 旭区中白根４ー１ー７

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

神奈川県 横浜市旭区 ハックドラッグ 横浜四季の森フォレオ店 045-958-1389 神奈川県横浜市旭区 上白根３ー４１ー１ 横浜四季の森フォレ

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

神奈川県 横浜市旭区 ハックドラッグ 鶴ヶ峰店 045-370-0189 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰 ２ー８２ー１ ココロット鶴ヶ峰１Ｆ
神奈川県 横浜市旭区 ハックドラッグ 南万騎が原店 045-360-3389 神奈川県横浜市旭区柏町１２７
神奈川県 横浜市緑区 ハックドラッグ 中山店 045-938-5589 神奈川県横浜市緑区台村町 １３５ー５
神奈川県 横浜市緑区 ハックドラッグ 長津田駅北口店 045-989-1689 神奈川県横浜市緑区長津田 ２ー１ー２
神奈川県 横浜市緑区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 長津田みなみ台 045-989-2888 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ 台１ー５ー４
神奈川県 横浜市緑区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 十日市場店 045-988-2288 神奈川県横浜市緑区十日市場町 ９００ー１２ー１０１
神奈川県 横浜市瀬谷区 ドラッグストアマツモトキヨシ 瀬谷ｅモール店 045-392-2103 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 ３０９ー１
神奈川県 横浜市瀬谷区 ドラッグストアマツモトキヨシ 瀬谷橋戸店 045-303-9851 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸 ２ー３６ー１
神奈川県 横浜市瀬谷区 ウエルシア 瀬谷三ツ境店 045-360-3620 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 ２０５
神奈川県 横浜市瀬谷区 ハックドラッグ 瀬谷駅北口店 045-300-2289 神奈川県横浜市瀬谷区中央 １３街区千画地

神奈川県 横浜市瀬谷区 ハックドラッグ 三ツ境店 045-363-8947
神奈川県横浜市瀬谷区三ッ境 ２－１９
ショッピングセンタ―ＬＩＦＥ２

神奈川県 横浜市瀬谷区 ハックドラッグ 瀬谷店 045-303-6666 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷 ２－２５－１
神奈川県 横浜市瀬谷区 ハックドラッグ 三ツ境南店 045-369-1289 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境１０ ー３
神奈川県 横浜市瀬谷区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 阿久和南店 045-390-5666 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南 ４ー１９ー２９



神奈川県 横浜市栄区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 鍛冶ヶ谷店 045-890-6200 神奈川県横浜市栄区鍛冶ヶ谷 ２－５２ー１８
神奈川県 横浜市泉区 イトーヨーカドー 立場店 045-805-2111 神奈川県横浜市泉区中田西１ー１ ー１５
神奈川県 横浜市泉区 スギ薬局 泉西が岡店 045-810-5331 神奈川県横浜市泉区西が岡 １ー３ー１

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

神奈川県 横浜市泉区 スギ薬局 スギドラッグ新橋町店 045-443-5038 神奈川県横浜市泉区新橋町 ６７８ー１
神奈川県 横浜市泉区 ハックドラッグ 緑園都市店 045-810-1489 神奈川県横浜市泉区緑園 ４－２－１５
神奈川県 横浜市泉区 ハックドラッグ 中田店 045-801-8907 神奈川県横浜市泉区中田南 ３－２－２１
神奈川県 横浜市泉区 ハックドラッグ 瀬谷ひなた山店 045-306-1189 神奈川県横浜市泉区上飯田町 ４７０２ー１

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

神奈川県 横浜市青葉区 ｍｕｓｓｅ　ｄｅ　ｐｅａｕ 青葉台 045-989-6633 神奈川県横浜市青葉区青葉台２ー １ー１

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

神奈川県 横浜市青葉区 薬マツモトキヨシ すすき野とうきゅう店 045-905-5150 神奈川県横浜市青葉区すすき野 ２ー５ー４

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

神奈川県 横浜市青葉区 ハックドラッグ 青葉台パルテ店 045-988-1189 神奈川県横浜市青葉区青葉台 ２ー８ー２０ パルテ青葉台１Ｆ
神奈川県 横浜市青葉区 ＨＡＣＶｅｒｙ 美しが丘店 045-902-0089 神奈川県横浜市 青葉区美しが丘西３ー６５ー３
神奈川県 横浜市青葉区 ハックドラッグ 桂台店 045-961-8389 神奈川県横浜市青葉区桂台２ー４ ー１

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

神奈川県 横浜市青葉区 ヘルスケアセイジョー薬局あざみ野店 045-905-2135 神奈川県横浜市青葉区あざみ野 １ー７ー１
神奈川県 横浜市青葉区 ｍｕｓｓｅ　ｄｅ　ｐｅａｕ 田奈店 045-989-0011 神奈川県横浜市青葉区田奈町７６ ー１田奈東急ストアー２階

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

神奈川県 横浜市青葉区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 荏田２４６店 045-910-1166 神奈川県横浜市青葉区荏田町 ４２４ー３
神奈川県 横浜市青葉区 薬局トモズ青葉台東急スクエア店 045-985-8705 神奈川県横浜市青葉区青葉台２ー １ー１
神奈川県 横浜市青葉区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 梅ケ丘店 045-978-6661 神奈川県横浜市青葉区梅が丘３４ ー５
神奈川県 横浜市青葉区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ しらとり台店 045-988-0071 神奈川県横浜市 青葉区しらとり台３５ー１
神奈川県 横浜市青葉区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 北すすき野店 045-909-0223 神奈川県横浜市青葉区すすき野 ３－７－９

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

神奈川県 横浜市都筑区 東京小町 ららぽーと横浜店 045-929-2180 神奈川県横浜市都筑区池辺町 ４０３５ー１ ２Ｆ２２１００
神奈川県 横浜市都筑区 ｍｕｓｅｅ　ｄｅ　ｐｅａｕ ノースポート・モール店 045-914-7275 神奈川県横浜市都筑区中川中央 １ー２５ー１２Ｆ
神奈川県 横浜市都筑区 イトーヨーカドー ららぽーと横浜店 045-933-1531 神奈川県横浜市都筑区池辺町 ４０３５ー１
神奈川県 横浜市都筑区 ハックドラッグ サウスウッド店 045-948-3189 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 ６ー１ー１Ｆ
神奈川県 横浜市都筑区 ハックドラッグ 港北東急店 045-948-5189 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 ５－１ 港北東急ＳＣ内

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

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

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

神奈川県 横浜市都筑区 ハックドラッグ 都筑ふれあいの丘駅前店 045-943-0889 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 ３ー４ ベルデ・レナール１階

神奈川県 横浜市都筑区 ハックドラッグ ららぽーと横浜店 045-929-5589
神奈川県横浜市都筑区 池辺町４０３５ー１
ららぽーと横浜１Ｆ１３０８０



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

神奈川県 横浜市都筑区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 仲町台店 045-948-5777 神奈川県横浜市都筑区仲町台 １－２５
神奈川県 横浜市都筑区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 日吉東急店 045-560-2220 神奈川県横浜市港北区日吉２ー１ ー１日吉東急百貨店Ｂ１Ｆ
神奈川県 横浜市都筑区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 北山田店 045-591-3011 神奈川県横浜市都筑区北山田 １－１－２５カーサパルマス１Ｆ
神奈川県 横浜市都筑区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 中川店 045-910-1088 神奈川県横浜市都筑区牛久保西 ２－１
神奈川県 横浜市都筑区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ センター南店 045-948-4132 神奈川県横浜市都筑区 茅ヶ崎中央１ー１ センター南駅構内
神奈川県 横浜市都筑区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ サファーレ中川店 045-910-5520 神奈川県横浜市都筑区 中川１ー２０ー１ サファーレ中川１Ｆ
神奈川県 横浜市都筑区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ ノースポート・モール店 045-914-7285 神奈川県横浜市都筑区中川中央 １ー２５ー１１Ｆ
神奈川県 横浜市都筑区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 荏田東店 045-941-5555 神奈川県横浜市都筑区荏田東 ４－４－１
神奈川県 川崎市川崎区 イトーヨーカドー 川崎港店 044-246-7700 神奈川県川崎市川崎区港町 １２－１
神奈川県 川崎市川崎区 薬マツモトキヨシ 川崎銀柳街店 044-222-5788 神奈川県川崎市川崎区砂子 ２ー１ー２
神奈川県 川崎市川崎区 薬マツモトキヨシ マーケットスクエア川崎イースト 044-230-0610 神奈川県川崎市川崎区富士見 １ー５ー５
神奈川県 川崎市川崎区 ハックドラッグ 大島店 044-328-7089 神奈川県川崎市川崎区追分町 １６－１ カルナーザ川崎１Ｆ
神奈川県 川崎市川崎区 ココカラファイン 京急川崎駅前店 044-210-5676 神奈川県川崎市川崎区砂子 １ー３ー７
神奈川県 川崎市川崎区 ココカラファイン川崎四谷上町店 044-379-4776 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 ８ー３　グランドール１Ｆ
神奈川県 川崎市川崎区 トモズアトレ川崎店 044-221-0270 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 ２６ー１川崎ＢＥ１Ｆ
神奈川県 川崎市幸区 東京小町 ラゾーナ川崎店 044-520-8133 神奈川県川崎市幸区堀川町７２ー １２階２２４２０
神奈川県 川崎市幸区 薬マツモトキヨシ 鹿島田駅ビル店 044-555-7328 神奈川県川崎市幸区鹿島田 １００６
神奈川県 川崎市幸区 薬マツモトキヨシ 新川崎店 044-589-1209 神奈川県川崎市幸区新川崎 ５ー２
神奈川県 川崎市幸区 くすりセイジョー南幸町店 044-542-9735 神奈川県川崎市幸区南幸町１ー５ ベテルビル１Ｆ
神奈川県 川崎市幸区 ハックドラッグ 鹿島田店 044-542-2289 神奈川県川崎市幸区新塚越 ２ー１０　サウザントモール２Ｆ
神奈川県 川崎市幸区 ドラッグセガミ クロスガーデン川崎店 044-580-3306 神奈川県川崎市幸区小倉 １６５８－３５
神奈川県 川崎市中原区 西友　武蔵新城店 044-755-5151 神奈川県川崎市中原区上新城 ２ー１２ー１
神奈川県 川崎市中原区 イトーヨーカドー 武蔵小杉店 044-722-1011 神奈川県川崎市中原区小杉町 ３ー４２０
神奈川県 川崎市中原区 イトーヨーカドー グランツリー武蔵小杉店 044-422-3111 神奈川県川崎市中原区新丸子東 ３丁目１１３５番地
神奈川県 川崎市中原区 スギ薬局 下新城店 044-750-1231 神奈川県川崎市中原区下新城 ２丁目６番６号
神奈川県 川崎市中原区 どらっぐぱぱす武蔵小杉店 044-411-2105 神奈川県川崎市中原区中丸子 １３ー２１　ＬＲＯＣＫＳ１Ｆ
神奈川県 川崎市中原区 薬マツモトキヨシ 武蔵小杉駅北口店 044-738-0021 神奈川県川崎市中原区小杉町 １ー４０３ 小杉ビルディング新館

神奈川県 川崎市中原区 ハックドラッグ 武蔵小杉東急スクエア店 044-739-2289
神奈川県川崎市中原区小杉町 ３ー１３０１
武蔵小杉東急スクエア１Ｆ

神奈川県 川崎市中原区 くすりセイジョー新丸子店 044-738-0271 神奈川県川崎市中原区新丸子 ７６４ー４
神奈川県 川崎市中原区 ココカラファイン元住吉店 044-431-6563 神奈川県川崎市中原区木月 ２ー３ー３５
神奈川県 川崎市中原区 Ｐｅｔｉｔ　ｍｕｓｅｅ　ｄｅ ｐｅａｕ　小杉店 044-711-2300 神奈川県川崎市 中原区小杉町　３－４４１
神奈川県 川崎市中原区 クスリのナカヤマ新丸子店 044-431-1336 神奈川県川崎市中原区 新丸子東１ー８３２
神奈川県 川崎市中原区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 下小田中店 044-753-0771 神奈川県川崎市中原区下小田中 ６－２４－１
神奈川県 川崎市中原区 トモズ元住吉西口店 044-433-9979 神奈川県川崎市中原区木月 １ー３０ー３３
神奈川県 川崎市中原区 トモズ元住吉店 044-433-9975 神奈川県川崎市中原区木月 １ー２９ー２５
神奈川県 川崎市中原区 トモズエクスプレス小杉店 044-733-8830 神奈川県川崎市中原区小杉町 ３ー４３２ー４
神奈川県 川崎市中原区 トモズ新城店 044-799-7944 神奈川県川崎市中原区新城 １ー３ー１

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

神奈川県 川崎市高津区 薬マツモトキヨシ 溝ノ口店 044-812-2011 神奈川県川崎市高津区溝ノ口 １ー１３ー１８　２Ｆ
神奈川県 川崎市高津区 薬マツモトキヨシ 武蔵溝ノ口北口駅前店 044-833-6821 神奈川県川崎市高津区 溝口１丁目１ー６
神奈川県 川崎市高津区 ココカラファイン 梶ヶ谷店 044-860-2038 神奈川県川崎市高津区末長 １ー８ー２６　第五寿美家ビル
神奈川県 川崎市高津区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 野川 044-740-7222 神奈川県川崎市高津区野川 ３７０３番地



神奈川県 川崎市多摩区 ハックドラッグ 長沢店 044-978-2589 神奈川県川崎市 多摩区長沢４ー１ー３
神奈川県 川崎市多摩区 ハックドラッグ 川崎稲田堤店 044-949-3871 神奈川県川崎市多摩区菅 ５丁目２番２号
神奈川県 川崎市多摩区 ハックドラッグ 宿河原店 044-930-5589 神奈川県川崎市多摩区宿河原 ７ー１６ー５
神奈川県 川崎市多摩区 セイジョー生田店 044-931-3270 神奈川県川崎市多摩区生田 ７ー１１ー２
神奈川県 川崎市多摩区 くすりセイジョー中野島店 044-930-6052 神奈川県川崎市多摩区中野島 ３ー１５ー３

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

神奈川県 川崎市多摩区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 登戸店 044-934-1851 神奈川県川崎市多摩区登戸 ５４３ー１
神奈川県 川崎市多摩区 トモズ稲田堤店 044-948-1009 神奈川県川崎市多摩区菅 ２ー１ー１３
神奈川県 川崎市多摩区 クスリのナカヤマ 京王稲田堤駅前店 044-944-9410 神奈川県川崎市多摩区菅 ４ー３ー３２

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

神奈川県 川崎市宮前区 Ｆｉｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 東名川崎店 044-853-5999 神奈川県川崎市宮前区土橋 ２－１７－７
神奈川県 川崎市麻生区 ＳＡＫＵＲＡＹＡ　ＦＯＲ　ＭＥ 新百合丘店 044-965-8214 神奈川県川崎市麻生区上麻生１ー １ー１新百合ヶ丘ＯＰＡ２Ｆ
神奈川県 川崎市麻生区 イトーヨーカドー 新百合ヶ丘店 044-952-5111 神奈川県川崎市麻生区上麻生 １ー４ー１

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

神奈川県 川崎市麻生区 ハックドラッグ 下麻生店 044-981-1189 神奈川県川崎市麻生区下麻生 ２－１１－７

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

神奈川県 川崎市麻生区 ハックドラッグ 万福寺店 044-959-0589
神奈川県川崎市麻生区万福寺 ３－１－２
小田急ＯＸ万福寺店

神奈川県 川崎市麻生区 ハックドラッグ 川崎柿生店 044-980-8030 神奈川県川崎市麻生区上麻生 ５ー４１ー１
神奈川県 相模原市緑区 中屋薬局 薬局アクアファ－マシ－ 042-700-7560 神奈川県相模原市緑区 橋本３ー２８ー１ミウィ橋本１Ｆ
神奈川県 相模原市緑区 薬マツモトキヨシ 京王橋本駅ビル店 042-775-2330 神奈川県相模原市緑区 橋本２ー３ー２
神奈川県 相模原市緑区 ハックドラッグ 橋本５丁目店 042-700-4889 神奈川県相模原市緑区 橋本５ー１４ー４
神奈川県 相模原市緑区 ウエルシア相模原田名店 042-764-0770 神奈川県相模原市中央区 田名４７５７
神奈川県 相模原市緑区 イトーヨーカドー アリオ橋本店 042-779-8111 神奈川県相模原市緑区大山町 １番２２号
神奈川県 相模原市中央区 ドラッグストアマツモトキヨシ 淵野辺店 042-759-2031 神奈川県相模原市中央区 淵野辺２丁目６ー３０

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

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

神奈川県 相模原市中央区 ハックドラッグ 星が丘店 042-786-1189 神奈川県相模原市中央区星が丘 ２ー１ー１
神奈川県 相模原市中央区 ウエルシア 相模原清新７丁目店 042-786-0751 神奈川県相模原市中央区清新 ７丁目６
神奈川県 相模原市中央区 エスポット　淵野辺店 042-707-4700 神奈川県相模原市中央区淵野辺 ５丁目１番９号
神奈川県 相模原市南区 ウエルシア　相模大野店 042-701-0138 神奈川県相模原市南区 相模大野７ー８ー１４
神奈川県 相模原市南区 スギ薬局 小田急相模原店 042-767-5751 神奈川県相模原市南区 松が枝町１７ー５
神奈川県 相模原市南区 ハックドラッグ 相模大野店 042-765-8911 神奈川県相模原市南区 相模大野４ー５ー１
神奈川県 相模原市南区 イトーヨーカドー 古淵店 0427-50-3131 神奈川県相模原市南区 古淵３ー１３ー３３
神奈川県 横須賀市 新共薬局 046-827-2139 神奈川県横須賀市大滝町２－２４ 三笠ビル内

神奈川県 横須賀市 ＢＥＡＵＴＥ　ｄｅ　ＣＡＦＥ すずや 046-820-4603
神奈川県横須賀市若松町 ２丁目３０番地
モアーズシティ２０１ーａ

神奈川県 横須賀市 ドラッグストアマツモトキヨシ 横須賀武山店 0468-58-1678 神奈川県横須賀市武 ３ー２１ー１６
神奈川県 横須賀市 ドラッグストアマツモトキヨシ 北久里浜店 0468-34-5861 神奈川県横須賀市根岸町 ３ー２ー１
神奈川県 横須賀市 ドラッグストアマツモトキヨシ 横須賀長坂店 046-857-7021 神奈川県横須賀市長坂 ４ー２ー１９



神奈川県 横須賀市 薬マツモトキヨシ 追浜駅前店 046-865-6272 神奈川県横須賀市追浜本町 １丁目２８ー５
神奈川県 横須賀市 薬マツモトキヨシ 馬堀海岸店 046-844-0231 神奈川県横須賀市馬堀町 ３ー１ー１５
神奈川県 横須賀市 薬マツモトキヨシ 京急久里浜駅店 046-836-8068 神奈川県横須賀市久里浜 ４ー４ー１０
神奈川県 横須賀市 ハックドラッグ 汐入店 0468-28-8900 神奈川県横須賀市 汐入町２ー７
神奈川県 横須賀市 ハックドラッグ 北久里浜駅前店 0468-30-5389 神奈川県横須賀市 根岸町２ー３１ー３
神奈川県 横須賀市 ハックドラッグ 久里浜駅前はろーど店 0468-30-3189 神奈川県横須賀市久里浜 ４－７－８
神奈川県 横須賀市 ハックドラッグ 横須賀中央店 0468-27-8911 神奈川県横須賀市若松町２ー４ 田丸屋ビル
神奈川県 横須賀市 ハックドラッグ 野比店 0468-40-1261 神奈川県横須賀市野比 １ー４０ー２３
神奈川県 横須賀市 ハックドラッグ 浦郷店 0468-69-4689 神奈川県横須賀市浦郷町 １－５２－１
神奈川県 横須賀市 ハックドラッグ 久里浜海岸店 0468-38-1389 神奈川県横須賀市久里浜７ー １ー１４
神奈川県 横須賀市 ハックドラッグ 岩戸店 0468-39-3589 神奈川県横須賀市岩戸１ー９
神奈川県 横須賀市 ハックドラッグ 湘南山手店 046-838-5789 神奈川県横須賀市吉井２ー５ ー１
神奈川県 横須賀市 ハックドラッグ 久里浜店 046-834-2289 神奈川県横須賀市久里浜 ２ー１８ー１５
神奈川県 横須賀市 ヘルスケアセイジョー ヴィスポ横須賀店 046-820-6822 神奈川県横須賀市平成町 ２ー１４ー１

神奈川県 平塚市 フランス屋 森の朝Ｒｏｓｅ 0463-79-5231
神奈川県平塚市天沼１０ー１
ららぽーと湘南平塚 ２Ｆ２４０９０号室

神奈川県 平塚市 湘南薬品　平塚駅南口店 0463-25-1631 神奈川県平塚市代官町１ー１ 平塚ラスカ南館３Ｆ
神奈川県 平塚市 ドラッグストアマツモトキヨシ 平塚花水台店 046-330-0012 神奈川県平塚市花水台３２ー３２
神奈川県 平塚市 スギ薬局 平塚店 0463-73-6840 神奈川県平塚市平塚 ２ー１３ー２１
神奈川県 平塚市 ウエルシア 平塚八重咲店 0463-27-1277 神奈川県平塚市八重咲町 ４ー１５
神奈川県 平塚市 ハックドラッグ 平塚河内店 0463-37-4489 神奈川県平塚市河内１２７ー１
神奈川県 平塚市 ハックドラッグ 真田店 0463-50-5589 神奈川県平塚市真田 ３－１６－２
神奈川県 平塚市 ドンキホーテ ＰＡＷひらつか店 0465-51-2311 神奈川県平塚市 田村２－７－３１
神奈川県 平塚市 トモズＥＸ平塚ラスカ店 0463-72-8117 神奈川県平塚市宝町１ー１ 平塚ラスカ１Ｆ
神奈川県 平塚市 トモズららぽーと湘南平塚店 0463-73-7473 神奈川県平塚市天沼 １０ー１
神奈川県 鎌倉市 湘南薬品西鎌倉店 0467-32-4623 神奈川県鎌倉市西鎌倉１ー１９ー １３
神奈川県 鎌倉市 ココカラファイン 七里ヶ浜店 0467-39-1068 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東 ４ー１ー２
神奈川県 鎌倉市 ハックドラッグ 鎌倉店 0467-60-1289 神奈川県鎌倉市小町１丁目５番地
神奈川県 藤沢市 藤沢湘南レディス 0466-26-4557 神奈川県藤沢市南藤沢２－１－３ ダイヤモンドビル　２Ｆ
神奈川県 藤沢市 ライフピア　ふじや 0466-88-3227 神奈川県藤沢市大庭 ５０６１－２
神奈川県 藤沢市 ラ・ボーテ・湘南店 0466-37-1513 神奈川県藤沢市辻堂新町４ー１ー １湘南モールフイル内

神奈川県 藤沢市 フランス屋 森の朝テラスモール湘南店 0466-38-1670
神奈川県藤沢市辻堂神台 １丁目３ー１
テラスモール湘南１１２

神奈川県 藤沢市 湘南薬品　湘南台西口店 0466-52-6800
神奈川県藤沢市湘南台 ２ー６ー３
湘南台ウエストプラザ２　１Ｆ

神奈川県 藤沢市 湘南薬品　辻堂南口店 0466-30-3510 神奈川県藤沢市辻堂 １ー３ー１４
神奈川県 藤沢市 イトーヨーカドー 湘南台店 0466-87-7360 神奈川県藤沢市 石川６－２－１
神奈川県 藤沢市 ドラッグストアマツモトキヨシ 鵠沼海岸店 0466-37-0055 神奈川県藤沢市鵠沼海岸 ６ー１４ー１５
神奈川県 藤沢市 ドラッグストアマツモトキヨシ 湘南モールフィル店 0466-30-6009 神奈川県藤沢市辻堂新町 ４ー１ー１
神奈川県 藤沢市 ウエルシアダイエー藤沢店 0466-55-6370 神奈川県藤沢市藤沢５２０
神奈川県 藤沢市 ウエルシア藤沢柄沢店 0466-55-1300 神奈川県藤沢市柄沢５８９－３４
神奈川県 藤沢市 ウエルシア 藤沢市民病院前店 0466-29-2556 神奈川県藤沢市藤沢 ２ー２ー２８
神奈川県 藤沢市 ウエルシア 六会日大前駅東口店 0466-90-0070 神奈川県藤沢市亀井野 １ー９ー１１
神奈川県 藤沢市 ドン・キホーテ　藤沢駅前店 0466-29-1711 神奈川県藤沢市南藤沢 １９ー１７
神奈川県 藤沢市 ハックドラッグ 湘南ライフタウン 0466-86-8955 神奈川県藤沢市大庭 ５５２６ー２１
神奈川県 藤沢市 ハックドラッグ 藤沢遠藤店 0466-89-0789 神奈川県藤沢市遠藤７８９ー４



神奈川県 藤沢市 ハックドラッグ 江の島店 0466-29-8689 神奈川県　藤沢市 片瀬海岸１ー７ー３０
神奈川県 藤沢市 ハックドラッグ辻堂新町店 0466-30-2389 神奈川県藤沢市辻堂新町 １ー６ー３５
神奈川県 藤沢市 ハックドラッグ 鵠沼店 0466-30-0089 神奈川県藤沢市本鵠沼 ３ー１２ー３７ プラザ湘南１Ｆ

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

神奈川県 藤沢市 ハックドラッグ 辻堂羽鳥店 0466-30-1189 神奈川県藤沢市羽鳥３ー１ー３８
神奈川県 藤沢市 ハックドラッグ Ｌｕｚ湘南辻堂店 0466-30-1789 神奈川県藤沢市辻堂神台 １－２－１２ Ｌｕｚ湘南辻堂１Ｆ
神奈川県 藤沢市 くすりセイジョー湘南台店 0466-41-3598 神奈川県藤沢市湘南台１ー２ー５ 丸栄湘南台東口ビル
神奈川県 藤沢市 ワンズワンファーマシー 藤沢駅前店 0466-29-5061 神奈川県藤沢市南藤沢 ３ー１２号クリオ藤沢駅前１Ｆ
神奈川県 小田原市 イトーヨーカドー 小田原店 0465-49-6611 神奈川県小田原市中里２９６ー１

神奈川県 小田原市 マツモトキヨシ 小田原シティーモール店 0465-49-2611
神奈川県小田原市前川１２０
小田原シティーモールクレッセ

神奈川県 小田原市 ドラッグストアマツモトキヨシ 小田原中里店 0465-42-7570 神奈川県小田原市中里２７０ー１
神奈川県 小田原市 ウエルシア薬局小田原中町店 0465-21-6017 神奈川県小田原市中町 ３－４－２８
神奈川県 小田原市 ウエルシア薬局小田原国府津店 0465-46-0581 神奈川県小田原市国府津 ２９００－１
神奈川県 小田原市 ウエルシア薬局小田原南鴨宮店 0465-45-0220 神奈川県小田原市南鴨宮 ３ー２０ー１
神奈川県 小田原市 薬マツモトキヨシ 小田原駅東口店 0465-20-2218 神奈川県小田原市栄町 １ー２ー１
神奈川県 小田原市 ハックドラッグ 富水店 0465-39-3389 神奈川県小田原市 堀之内２２２ー１
神奈川県 小田原市 ハックドラッグ ダイナシティ店 0465-46-1589 神奈川県小田原市 中里２０８ ダイナシティウエスト
神奈川県 小田原市 ハックエクスプレス 小田原ラスカ店 0465-21-2889 神奈川県小田原市栄町１ー１ー９ 小田原ラスカ２Ｆ
神奈川県 小田原市 ハックドラッグ 小田原寿町西店 0465-66-6089 神奈川県小田原市寿町 １ー２ー２４
神奈川県 小田原市 ハックドラッグ 小田原栢山店 0465-39-5189 神奈川県小田原市栢山３４４ー２
神奈川県 茅ヶ崎市 イトーヨーカドー 茅ヶ崎店 0467-85-1111 神奈川県茅ヶ崎市新栄町１１ー８
神奈川県 茅ヶ崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 茅ヶ崎高田店 0467-54-9561 神奈川県茅ヶ崎市高田 ５ー５ー１４
神奈川県 茅ヶ崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 茅ヶ崎小和田店 0467-53-2600 神奈川県茅ヶ崎市小和田 ２ー１７ー１
神奈川県 茅ヶ崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 茅ヶ崎松が丘店 0467-83-7887 神奈川県茅ヶ崎市松が丘 ２ー１２ー１７
神奈川県 茅ヶ崎市 薬マツモトキヨシ 茅ヶ崎北口店 0467-87-6650 神奈川県茅ヶ崎市新栄町１１ー８ イトーヨーカ堂茅ヶ崎Ｂ１
神奈川県 茅ヶ崎市 スギドラッグ 茅ヶ崎香川店 0467-55-0262 神奈川県茅ヶ崎市香川 １ー１ー３８ マルエツ茅ヶ崎店１Ｆ
神奈川県 茅ヶ崎市 ハックドラッグ 茅ヶ崎今宿店 0467-84-1089 神奈川県茅ヶ崎市今宿２６７－５
神奈川県 茅ヶ崎市 ハックドラッグ 辻堂店 0467-59-1589 神奈川県茅ヶ崎市浜竹 ３ー４ー４７
神奈川県 茅ヶ崎市 トモズ茅ヶ崎ラスカ店 0467-84-1326 神奈川県茅ヶ崎市元町１ー１ ラスカ茅ヶ崎２Ｆ
神奈川県 逗子市 湘南薬品　逗子店 0468-70-5851 神奈川県逗子市逗子１－２－１８ 逗子パークホームズ１階
神奈川県 逗子市 ドラッグストアマツモトキヨシ 東逗子店 046-871-3716 神奈川県逗子市桜山 ４ー５ー２６
神奈川県 逗子市 薬マツモトキヨシ 逗子駅前店 046-870-0201 神奈川県逗子市逗子 ２ー６ー３２
神奈川県 逗子市 ハックドラッグ 新逗子店 0468-70-6930 神奈川県逗子市逗子５ー１ー６ 京急駅ビル内
神奈川県 逗子市 ココカラファイン 逗子店 0468-70-5288 神奈川県逗子市逗子１ー８ー６ 逗子分譲共同ビル内

神奈川県 秦野市 スギ薬局 スギドラッグ秦野平沢店 0463-79-8440
神奈川県秦野市平沢 ４２３番地の１
ヤオコー秦野店１階

神奈川県 秦野市 ハックドラッグ 秦野平沢店 0463-80-2689 神奈川県秦野市平沢５６０ー１
神奈川県 厚木市 ＰｉｕＭａｇｉ 本厚木ミロード店 0462-30-3211 神奈川県厚木市泉町１丁目１番 ミロード４階
神奈川県 厚木市 薬マツモトキヨシ 本厚木駅前店 0462-24-5051 神奈川県厚木市中町２ー１ー１５ ２Ｆ
神奈川県 厚木市 ドラッグストアマツモトキヨシ 厚木林店 046-221-1261 神奈川県厚木市林１ー１３ー１２
神奈川県 厚木市 スギ薬局 厚木愛甲店 046-270-2161 神奈川県厚木市愛甲 ９３１ー１

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

神奈川県 厚木市 ドラッグストアマツモトキヨシ 厚木下荻野店 046-243-1866 神奈川県厚木市下荻野１０６５



神奈川県 厚木市 ハックドラッグ 厚木下荻野店 0462-41-0896 神奈川県厚木市 下荻野　４３７
神奈川県 厚木市 ハックドラッグ 厚木中町店 046-294-5361 神奈川県厚木市 中町２ー８ー１２

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

神奈川県 厚木市 ＭＥＧＡドン・キホーテ 厚木店 046-296-1311 神奈川県厚木市妻田南２丁目 ８－５
神奈川県 大和市 イトーヨーカドー 大和鶴間店 046-261-1211 神奈川県大和市下鶴間 １－３－１
神奈川県 大和市 薬マツモトキヨシ ラプラ中央林間店 046-277-2567 神奈川県大和市下鶴間 １５９８ー１
神奈川県 大和市 ドラッグストアマツモトキヨシ 大和鶴間店 046-278-1377 神奈川県大和市下鶴間 ２７８０ー１
神奈川県 大和市 ウエルシア薬局大和中央林間店 046-278-2377 神奈川県大和市下鶴間 １５９９ー２

神奈川県 大和市 くすりセイジョー中央林間店 046-278-5813
神奈川県大和市中央林間４ー１４ ー２５中央林間大塚ビル１Ｆ
モアーズファイブ

神奈川県 大和市 ヘルスケアセイジョー大和渋谷店 046-201-1051 神奈川県大和市渋谷４ー１ー１
神奈川県 大和市 ＦＩｔ　Ｃａｒｅ　ＤＥＰＯＴ 鶴間店 046-271-5544 神奈川県大和市 鶴間２ー１３ー３４
神奈川県 伊勢原市 イトーヨーカドー 伊勢原店 0463-96-5111 神奈川県伊勢原市桜台１ー８ー１

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

神奈川県 伊勢原市 スギ薬局 スギドラッグ伊勢原駅前店 0463-51-6955 神奈川県伊勢原市桜台１ー３ー３ いせはらｃｏｍａ　２階
神奈川県 伊勢原市 ハックドラッグ 伊勢原市役所前店 0463-97-3389 神奈川県伊勢原市田中３１１ー１

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

神奈川県 海老名市 薬マツモトキヨシ マルイファミリー海老名店 046-234-3862 神奈川県海老名市 中央１ー６ー１ 丸井ファミリー海老名店内
神奈川県 海老名市 スギ薬局 ビナウォーク海老名店 046-236-1071 神奈川県海老名市中央 １ー１ー１ ビナウォーク１番館２Ｆ
神奈川県 海老名市 ウエルシア 海老名東柏ケ谷店 046-292-1851 神奈川県海老名市東柏ケ谷 １ー２９ー３１
神奈川県 海老名市 ハックドラッグ さがみ野店 0462-31-9769 神奈川県海老名市 東柏ケ谷３ー３ー１５
神奈川県 海老名市 ハックドラッグ 海老名上今泉店 046-236-6689 神奈川県海老名市上今泉 ３ー１ー１
神奈川県 座間市 ウエルシア座間入谷店 046-253-9231 神奈川県座間市入谷 ５－１９８１－１
神奈川県 座間市 ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ 座間店 046-256-0111 神奈川県座間市入谷 １ー４１６ー２
神奈川県 綾瀬市 ハックドラッグ 綾瀬タウンヒルズ店 0467-71-6089 神奈川県綾瀬市深谷 ３７３４ー１ （綾瀬タウンヒルズ内）
神奈川県 綾瀬市 ココカラファイン綾瀬小園店 0467-66-3629 神奈川県綾瀬市小園１４６０
神奈川県 三浦郡葉山町 ハックドラッグ 葉山店 046-877-5489 神奈川県三浦郡葉山町一色 ２０１２
神奈川県 三浦郡葉山町 ハックドラッグ 葉山一色店 046-877-4589 神奈川県三浦郡葉山町一色 ６９３－１
神奈川県 高座郡寒川町 ウエルシア薬局　寒川大曲店 0467-72-2012 神奈川県高座郡寒川町大曲３ー１ ー１２
神奈川県 高座郡寒川町 ハックドラッグ 寒川店 0467-75-8911 神奈川県高座郡寒川町大曲 ２ー２６
神奈川県 中郡大磯町 スギ薬局 スギドラッグ平塚西店 0463-74-5195 神奈川県中郡大磯町高麗 ３ー３ー８
神奈川県 中郡二宮町 ココカラファイン 二宮店 0463-70-5088 神奈川県中郡二宮町中里 ７２３ー１
神奈川県 足柄上郡大井町 ハックドラッグ 大井松田店 0465-85-1089 神奈川県足柄上郡大井町金手８ー ２
神奈川県 足柄上郡大井町 ハックドラッグ 大井松田インター店 0465-85-3889 神奈川県足柄上郡大井町金子 ３４３番地
神奈川県 足柄上郡開成町 ハックドラッグ 開成牛島店 0465-85-1689 神奈川県足柄上郡開成町みなみ １ー５ー８
神奈川県 足柄下郡箱根町 ココカラファイン 仙石原店 0460-84-8281 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 ３９ー１
神奈川県 足柄下郡真鶴町 セイジョー真鶴店 0465-69-1013 神奈川県足柄下郡真鶴町岩 ２４６ー２
神奈川県 足柄下郡湯河原町 ハックドラッグ 湯河原店 0465-60-1889 神奈川県足柄下郡湯河原町 土肥５ー８ー２
（以上）


