
都道府県 市区町村 店名 電話番号 住所

富山県 富山市 ユニーアピタ　富山東店 076-451-0740 富山県富山市上冨居三丁目 ８番３８号

富山県 富山市 アルプラザ平和堂 富山店 076-466-1845 富山県富山市婦中町下轡田 １６５番地の１

富山県 富山市 Ｋコスメ・ボーテ アピア店 076-445-3131 富山県富山市稲荷元町 ２ー１１ー１ＳＣアピア内

富山県 富山市 ウエルシアフジイ　富山奥田店 076-444-3588 富山県富山市奥田町３５ー１

富山県 富山市 ドラッグセイムス 有沢店 076-425-1193 富山県富山市新根塚町 ３丁目１ー９

富山県 富山市 シメノドラッグ 本郷店 076-495-5045 富山県富山市本郷町４９番１

富山県 富山市 ウエルシアフジイ　富山五福店 076-443-8110 富山県富山市五福５３８５ー３

富山県 富山市 クスリのアオキ 大沢野店 076-468-8686 富山県富山市上大久保 １０５０番地１

富山県 富山市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ 窪新店 076-539-8143 富山県富山市窪新町字小橋詰割 １ー１外

富山県 富山市 クスリのアオキ 岩瀬店 076-437-2181 富山県富山市森３丁目 ５６番地１２

富山県 富山市 クスリのアオキ 婦中店 076-466-0833 富山県富山市婦中町宮ケ島 ３１５番地

富山県 富山市 クスリのアオキ 綾田店 076-405-0505 富山県富山市綾田町一丁目 ３１番１８号

富山県 富山市 クスリのアオキ 本郷店 076-420-0701 富山県富山市本郷町 ３６０ー１番地

富山県 富山市 ウエルシアフジイ　富山赤田店 076-491-1310 富山県富山市赤田７９０番１

富山県 富山市 クスリのアオキ 呉羽店 076-427-0801 富山県富山市呉羽町字草田 ２４７４番

富山県 富山市 ドラッグセイムス 羽根店 076-493-8831 富山県富山市羽根１３９９ー１

富山県 富山市 クスリのアオキ 岩瀬東店 076-438-7181 富山県富山市中田１丁目 １１１番１

富山県 富山市 シメノドラッグ 粟島店 076-433-7165 富山県富山市粟島町 ３丁目３９１番２

富山県 富山市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ 富山婦中店 076-466-0801 富山県富山市婦中町速星１９２５

富山県 富山市 ウエルシアフジイ　富山水橋店 076-478-0220 富山県富山市水橋舘町字経田 ５６９番１

富山県 富山市 クスリのアオキ 八尾店 076-455-9200 富山県富山市八尾町井田５７７

富山県 富山市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ Ｊマート山室店 076-493-7777 富山県富山市山室２２６ー２ グリーンモール山室内

富山県 富山市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ Ｊマート大沢野店 076-467-4300 富山県富山市上大久保 １２１０番１ ＳＣグリーンバレー内

富山県 富山市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ 富山藤ノ木店 076-420-5430 富山県富山市開５８５

富山県 富山市 クスリのアオキ 堀川店 076-494-1030 富山県富山市堀川本郷１５番１２

富山県 富山市 クスリのアオキ 掛尾店 076-421-1001 富山県富山市掛尾町１６９番１

富山県 富山市 クスリのアオキ 上飯野店 076-452-0811 富山県富山市鶴ケ丘町１番１

富山県 富山市 クスリのアオキ 西長江店 076-492-2500 富山県富山市西長江 ４丁目１番４７号

富山県 富山市 クスリのアオキ 向新庄店 076-451-3838 富山県富山市向新庄町二丁目 １７４番１

富山県 富山市 クスリのアオキ 宮野店 076-466-1350 富山県富山市婦中町新屋 ５８番地

富山県 富山市 クスリのアオキ 茶屋町店 076-434-1515 富山県富山市茶屋町字新長割 １５番１

富山県 富山市 クスリのアオキ 下奥井店 076-433-0850 富山県富山市下奥井 一丁目　１番２６号

富山県 富山市 クスリのアオキ 鍋田店 076-452-1101 富山県富山市鍋田１番５５号

富山県 富山市 クスリのアオキ 山室店 076-464-5333 富山県富山市山室２２６番地５

富山県 富山市 クスリのアオキ 藤木店 076-424-6667 富山県富山市藤木１８７０番地１

富山県 高岡市 イオン高岡南店 0766-27-2881 富山県高岡市下伏間江３８３

富山県 高岡市 シメノドラッグ 高岡中央店 0766-27-7511 富山県高岡市中川栄町 １０１１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。 
●2017年11月13日時点で集計した、メーカー発売日2017年11月16日ヴィセリシェ グラマラスヌード アイパレット取扱店舗一覧です。 

●店頭在庫を確約するものではございません。限定品のため、既に品切れしている場合もございます。 

●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。 

●限定品・限定色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。 



富山県 高岡市 クスリのアオキ 京田店 0766-28-8520 富山県高岡市京田６１１

富山県 高岡市 シメノドラッグ 福岡店 0766-64-6588 富山県高岡市福岡町大滝 １６７番地

富山県 高岡市 ドラッグセイムス 高岡店 0766-29-2280 富山県高岡市あわら町２２６番

富山県 高岡市 ウエルシアフジイ　高岡佐野店 0766-25-8730 富山県高岡市佐野１１８９ー１

富山県 高岡市 クスリのアオキ 中田店 0766-36-8870 富山県高岡市下麻生５４１番

富山県 高岡市 クスリのアオキ 中曽根店 0766-82-1620 富山県高岡市中曾根土地区画 整理地区内３６街区

富山県 高岡市 クスリのアオキ 上北島店 0766-25-3232 富山県高岡市上北島１８５番１

富山県 高岡市 ウエルシアフジイ　高岡戸出店 0766-62-0066 富山県高岡市戸出町 ４ー１１ー５

富山県 高岡市 クスリのアオキ 上四屋店 0766-25-5011 富山県高岡市上四屋２番２０号

富山県 高岡市 クスリのアオキ 新野村 0766-26-3500 富山県高岡市野村１８４６

富山県 高岡市 クスリのアオキ 福岡店 0766-64-1070 富山県高岡市福岡町下老子７２５

富山県 高岡市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ 中曽根店 0766-82-2730 富山県高岡市中曽根２８１４番

富山県 高岡市 ドラッグセイムス 伏木古府店 0766-54-0546 富山県高岡市伏木古府２丁目 １８４番地３

富山県 高岡市 クスリのアオキ 戸出店 0766-63-6663 富山県高岡市戸出５丁目１番１号

富山県 高岡市 ウエルシア 高岡京田店 0766-22-2310 富山県高岡市京田６２４番地２

富山県 高岡市 クスリのアオキ 伏木店 0766-44-6225 富山県高岡市伏木１丁目１番５号

富山県 高岡市 クスリのアオキ 木津店 0766-28-7070 富山県高岡市木津１４２６番地１

富山県 高岡市 ウエルシア 高岡姫野店 0766-82-5591 富山県高岡市姫野字竹倉 ５１４番地１他

富山県 高岡市 クスリのアオキ 高岡新成店 0766-54-5422 富山県高岡市新成町４番１号

富山県 魚津市 シメノドラッグ 魚津店 0765-23-6077 富山県魚津市北鬼江 １丁目５０６番地

富山県 魚津市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ Ｊマート魚津店 0765-23-1111 富山県魚津市上村木４１３ー１ アップルヒルＳＣ内

富山県 魚津市 クスリのアオキ 吉島店 0765-25-1501 富山県魚津市北鬼江３１１番１

富山県 氷見市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ 氷見南店 0766-91-8877 富山県氷見市柳田１１８２

富山県 氷見市 クスリのアオキ 氷見柳田店 0766-91-0210 富山県氷見市柳田 １９５０番地１

富山県 氷見市 クスリのアオキ 氷見幸町店 0766-72-0301 富山県氷見市幸町７番２２号

富山県 氷見市 ドラッグストアマツモトキヨシ 氷見くらかわ 0766-72-1525 富山県氷見市鞍川 １０９６番

富山県 滑川市 ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ 滑川店 076-476-9711 富山県滑川市上島４６０番１

富山県 滑川市 クスリのアオキ 下島店 076-476-2552 富山県滑川市下島 １４６ー２

富山県 滑川市 クスリのアオキ 柳原店 076-476-0722 富山県滑川市柳原２１ー４

富山県 滑川市 クスリのアオキ うおのみ店 076-475-6530 富山県滑川市魚躬字膏薬 １２２９番１７２

富山県 黒部市 シメノドラッグ 黒部店 0765-54-5347 富山県黒部市牧野７２１番

富山県 黒部市 クスリのアオキ 黒部中央店 0765-54-0066 富山県黒部市牧野８１７番１

富山県 黒部市 ウエルシアフジイ富山黒部荻生店 0765-33-5255 富山県黒部市荻生１６６０番地

富山県 黒部市 クスリのアオキ 堀高店 0765-57-2660 富山県黒部市堀高９５番１

富山県 砺波市 イオンスタイルとなみ店 0763-32-8800 富山県砺波市中神 １丁目１７４番地

富山県 砺波市 ウエルシアフジイ　富山砺波店 0763-33-4700 富山県砺波市豊町２ー１７ー２

富山県 砺波市 クスリのアオキ 砺波店 0763-32-8301 富山県砺波市一番町５９

富山県 砺波市 じゅん 0763-32-5126 富山県砺波市豊町１丁目 １６番１４号

富山県 砺波市 シメノドラッグ 砺波店 0763-33-7121 富山県砺波市苗加４０１ー２

富山県 砺波市 シメノドラッグ 庄川店 0763-82-5598 富山県砺波市庄川町示野４３８

富山県 砺波市 クスリのアオキ 新富店 0763-33-0331 富山県砺波市中神字中ノ島 ６６２ー１

富山県 砺波市 ココカラファイン イータウン砺波店 0763-32-2206 富山県砺波市三島町１１番１７号

富山県 砺波市 クスリのアオキ 杉木店 0763-55-6556 富山県砺波市杉木 五丁目７８番地

富山県 小矢部市 ドラッグストアマツモトキヨシ 小矢部店 0766-68-3577 富山県小矢部市綾子３９７９

富山県 小矢部市 クスリのアオキ 小矢部店 0766-67-8806 富山県小矢部市本町１２４５番

富山県 南砺市 シメノドラッグ 福野店 0763-23-1677 富山県南砺市福野町柴田屋 ３０２ー１



富山県 南砺市 クスリのアオキ 城端店 0763-62-0131 富山県南砺市野田４８番３

富山県 南砺市 シメノドラッグ 福光店 0763-52-7290 富山県南砺市福光８８８番地１

富山県 南砺市 クスリのアオキ 福光店 0763-52-8870 富山県南砺市福光字殿館 ２７９番１

富山県 南砺市 クスリのアオキ 井波店 0763-82-2555 富山県南砺市山見１７３９番５

富山県 南砺市 クスリのアオキ 福野店 0763-22-1822 富山県南砺市二日町 １６００番１

富山県 南砺市 ココカラファイン 福光店 0763-53-2330 富山県南砺市田中２６７

富山県 射水市 クスリのアオキ 小杉北店 0766-55-8820 富山県射水市三ケ９２５番

富山県 射水市 クスリのアオキ 西新湊店 0766-84-2030 富山県射水市西新湊２７番２

富山県 射水市 クスリのアオキ ひばり店 0766-55-2882 富山県射水市戸破２１２１ー５

富山県 射水市 ココカラファイン 小杉店 0766-57-3301 富山県射水市一条６番地

富山県 射水市 クスリのアオキ 小杉店 0766-56-0270 富山県射水市戸破 １６６０番

富山県 射水市 クスリのアオキ 新大門店 0766-54-6553 富山県射水市大門 ９７番地１

富山県 中新川郡上市町 クスリのアオキ 上市店 076-473-2877 富山県中新川郡上市町法音寺 字横市２番１

富山県 中新川郡上市町 ウエルシア かみいち総合病院前店 076-473-8911 富山県中新川郡上市町横法音寺 １３番３

富山県 中新川郡立山町 クスリのアオキ 立山店 076-462-7111 富山県中新川郡立山町大石原 ７５番

富山県 中新川郡立山町 ウエルシア 富山立山店 076-462-7050 富山県中新川郡立山町前沢 ２５９０番５

富山県 下新川郡入善町 クスリのアオキ 入善店 0765-74-7880 富山県下新川郡入善町椚山 １３５９番

富山県 下新川郡入善町 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ Ｊマート入善店 0765-74-2488 富山県下新川郡入善町上野 １２８５きららの里内

富山県 下新川郡朝日町 シメノドラッグ 朝日店 0765-83-9955 富山県下新川郡朝日町平柳 １１３６ー１

富山県 下新川郡朝日町 クスリのアオキ 泊駅前店 0765-83-8775 富山県下新川郡朝日町平柳 １２４７番地１

石川県 金沢市 ドン・キホーテ 金沢鞍月店 076-266-6211 石川県金沢市無量寺 ４丁目１２１番地１

石川県 金沢市 アルプラザ平和堂 金沢店 076-260-1348 石川県金沢市諸江町３０番１号

石川県 金沢市 イオン杜の里店 076-264-8217 石川県金沢市もりの里１丁目７０

石川県 金沢市 イオン金沢店 076-257-0473 石川県金沢市福久町 ２丁目５８番地

石川県 金沢市 ユニーアピタ　金沢店 076-226-0013 石川県金沢市中村町１０番２０号

石川県 金沢市 アルプラザ平和堂 津幡店 076-289-0803 石川県河北郡津幡町北中条地区 土地区画整理事業地内１街区１

石川県 金沢市 ＭＥＧＡドン・キホーテ金沢店 076-247-1907 石川県金沢市西泉４丁目１１

石川県 金沢市 アルプラフーズマーケット 大河端 076-208-2410 石川県金沢市副都心北部大河端 土地区画整理事業地８街区１番

石川県 金沢市 シメノドラッグ 玉鉾店 076-292-8531 石川県金沢市玉鉾３丁目２２０

石川県 金沢市 クスリのアオキ 粟崎店 076-237-9611 石川県金沢市粟崎町２丁目３番地

石川県 金沢市 クスリのアオキ 桜田店 076-223-0003 石川県金沢市桜田町１ー３１

石川県 金沢市 クスリのアオキ 御経塚店 076-269-8855 石川県金沢市上荒屋１３街区１

石川県 金沢市 クスリのアオキ 疋田店 076-251-0001 石川県金沢市疋田３丁目６３

石川県 金沢市 クスリキリン堂 金沢駅西店 076-232-3981 石川県金沢市駅西新町 ２丁目７番３４号

石川県 金沢市 シメノドラッグ 安原店 076-214-3067 石川県金沢市上安原町 １３７街区１６

石川県 金沢市 クスリキリン堂 新神田店 076-292-3550 石川県金沢市新神田 ４丁目６ー２０

石川県 金沢市 クスリのアオキ 安原店 076-249-7771 石川県金沢市福増町南 １２５２番地

石川県 金沢市 クスリキリン堂 長坂店 076-226-5055 石川県金沢市長坂 ２丁目１番４２号

石川県 金沢市 クスリのアオキ 鈴見店 076-234-0003 石川県金沢市鈴見町１８街区１

石川県 金沢市 シメノドラッグ 笠舞店 076-262-1561 石川県金沢市笠舞本町１ー２ー６ エスベランサ赤坂１Ｆ

石川県 金沢市 クスリキリン堂 額新保店 076-296-8822 石川県金沢市額新保２丁目２７９

石川県 金沢市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ 大桑店 076-242-5773 石川県金沢市大桑３ー１７６ー１

石川県 金沢市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ 木曳野店 076-268-9911 石川県金沢市木曳野土地区画 整理地３３街区

石川県 金沢市 クスリキリン堂 金沢元町店 076-252-6221 石川県金沢市元町２丁目６番１号

石川県 金沢市 クスリのアオキ 玉鉾店 076-291-1050 石川県金沢市玉鉾１丁目２７番

石川県 金沢市 クスリキリン堂 金沢松村店 076-267-5006 石川県金沢市松村 ３丁目４７５



石川県 金沢市 薬マツモトキヨシ 金沢西口店 076-261-0281 石川県金沢市木ノ新保町１ー１ 金沢百番街くつろぎ館２Ｆ

石川県 金沢市 アットコスメストア アピタタウン金沢ベイ店 076-225-2531 石川県金沢市無量寺アピタタウン 金沢ベイ２３街区

石川県 金沢市 薬マツモトキヨシ 近江町店 076-221-1571 石川県金沢市青草町８８番地 近江町いちば館内

石川県 金沢市 クスリのアオキ 西泉店 076-245-1101 石川県金沢市西泉３丁目２３番

石川県 金沢市 クスリキリン堂 神谷内店 076-253-8585 石川県金沢市神谷内町二１０ー３

石川県 金沢市 シメノドラッグ 高柳店 076-252-0601 石川県金沢市高柳町１字 ４８ー１

石川県 金沢市 クスリのアオキ 間明店 076-291-0071 石川県金沢市進和町８２

石川県 金沢市 ウエルシア 金沢三池店 076-252-7212 石川県金沢市三池栄町 ３１２番地

石川県 金沢市 クスリのアオキ 大河端店 076-256-0567 石川県金沢市副都心北部大河端 土地区画整理地内 ７街区７番

石川県 金沢市 クスリのアオキ 鞍月店 076-238-6006 石川県金沢市鞍月５丁目 ７７番地

石川県 金沢市 クスリのアオキ みどり店 076-220-6816 石川県金沢市北塚町 ４８２番地

石川県 金沢市 ウエルシア 金沢木曳野店 076-267-1801 石川県金沢市木曳野４丁目２１２

石川県 金沢市 ウエルシア 金沢直江店 076-238-4825 石川県金沢市直江町 ７１街区５番地

石川県 金沢市 クスリのアオキ 伏見台店 076-287-5604 石川県金沢市伏見台 ２丁目７番５号

石川県 金沢市 ウエルシア 金沢出雲町店 076-210-5575 石川県金沢市出雲町イ２２０他

石川県 七尾市 ドラッグストアマツモトキヨシ 七尾西店 0767-52-8333 石川県七尾市国分町ラ１７

石川県 七尾市 ドラッグストアマツモトキヨシ 七尾中央店 0767-53-5405 石川県七尾市矢田新町ハ ７５番地１

石川県 七尾市 クスリのアオキ 小島店 0767-52-2711 石川県七尾市小島町大開地 １番７８

石川県 小松市 イオンスタイル新小松 0761-20-8500 石川県小松市沖周辺 土地区画整理事業区域内 ２０街区

石川県 小松市 クスリのアオキ 白江店 0761-23-7770 石川県小松市白江町２０ー１

石川県 小松市 シメノドラッグ 粟津店 0761-44-5711 石川県小松市矢田野町ホ １７０ー１

石川県 小松市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ 小松東店 0761-23-7321 石川県小松市若杉町６５ー１

石川県 小松市 クスリのアオキ 符津店 0761-43-1211 石川県小松市符津町タ３６番１

石川県 小松市 クスリのアオキ 小松日の出店 0761-23-3800 石川県小松市日の出町 ４丁目２１２番

石川県 小松市 クスリキリン堂 フレスポ小松店 0761-21-1775 石川県小松市下牧町己１街区２０

石川県 小松市 クスリのアオキ 向本折店 0761-20-1003 石川県小松市向本折町ニ ２４番１

石川県 小松市 クスリのアオキ 今江店 0761-20-4646 石川県小松市今江町 １丁目３０５番地

石川県 小松市
ＴＵＢＲＩＶＥＲｂｙｋｉｉｔｏｓ イオンモール新小
松店

0761-58-0456 石川県小松市沖周辺 土地区画整理事業区域内２０街区

石川県 輪島市 シメノドラッグ 輪島店 0768-22-8555 石川県輪島市宅田町１２ー１

石川県 輪島市 クスリのアオキ 輪島店 0768-23-0105 石川県輪島市宅田町５８番地

石川県 珠洲市 シメノドラッグ 珠洲シーサイド店 0768-82-1626 石川県珠洲市飯田町 １丁目１番２２

石川県 珠洲市 シメノドラッグ 珠洲店 0768-82-8018 石川県珠洲市野々江町モ部４７

石川県 加賀市 アルプラザ平和堂 加賀店 0761-75-1833 石川県加賀市作見町ル２５番１

石川県 加賀市 クスリのアオキ 山代店 0761-77-8300 石川県加賀市山代温泉１８５番１

石川県 加賀市
ドラッグストアマツモトキヨシ 加賀温泉駅
前店

0761-73-4777 石川県加賀市作見町り２４

石川県 加賀市 ウエルシア　石川作見店 0761-75-7066 石川県加賀市作見町二 ４２ー１

石川県 加賀市 クスリのアオキ 山中店 0761-78-3663 石川県加賀市山中温泉塚谷町 １丁目１２１

石川県 加賀市 ウエルシア 加賀山代温泉店 0761-77-2965 石川県加賀市山代温泉山背台 二丁目１番地１

石川県 羽咋市 クスリのアオキ 羽咋店 0767-22-3000 石川県羽咋市石野町ト３７

石川県 羽咋市 シメノドラッグ 羽咋店 0767-22-3975 石川県羽咋市石野町イ３１

石川県 かほく市 イオンかほく店 076-289-1000 石川県かほく市内日角タ２５番

石川県 かほく市 クスリのアオキ 高松店 076-282-5858 石川県かほく市高松町ア２４番２

石川県 かほく市 クスリのアオキ 宇ノ気店 076-283-6860 石川県かほく市七窪１７

石川県 かほく市 クスリのアオキ 浜北店 076-256-0150 石川県かほく市浜北ロ９３番地１



石川県 かほく市 クスリのアオキ 高松北店 076-254-0286 石川県かほく市高松ム ５５番地１

石川県 白山市 ユニーアピタ　松任店 076-274-1840 石川県白山市幸明町２８０

石川県 白山市 イオン松任店 076-274-6961 石川県白山市平松町１０２ー１

石川県 白山市 クスリのアオキ 新旭店 076-274-0002 石川県白山市新田町４８ー１

石川県 白山市 シメノドラッグ 鶴来店 0761-93-2811 石川県白山市月橋町７０５番１

石川県 白山市 クスリのアオキ 北安田店 076-274-3000 石川県白山市北安田西 １丁目５０番地

石川県 白山市 クスリのアオキ 石同新町店 076-274-0003 石川県白山市石同新町２７０

石川県 白山市 クスリのアオキ 相木店 076-276-0039 石川県白山市相木 二丁目３番地６

石川県 白山市 クスリのアオキ 美川店 076-278-7878 石川県白山市長屋町５６番地

石川県 白山市 クスリのアオキ 布市店 076-225-3238 石川県白山市布市 一丁目１７０番地１

石川県 能美市 クスリのアオキ 寺井店 0761-57-8300 石川県能美市寺井町寺井ロ ９０番１

石川県 能美市 クスリのアオキ 辰口店 0761-52-0022 石川県能美市辰口町辰口９６５番

石川県 野々市市 イオン御経塚店 076-269-0149 石川県野々市市御経塚 ２丁目９１番地

石川県 野々市市 クスリのアオキ 押越店 076-227-0677 石川県野々市市若松町 ３番２０号

石川県 野々市市 クスリのアオキ 野々市中央店 076-246-0010 石川県野々市市三納 ２０街区１番

石川県 野々市市 ウエルシア 野々市御経塚店 076-246-2850 石川県野々市市御経塚 一丁目５３７番地

石川県 野々市市 クスリのアオキ 御経塚あやめ店 076-240-4700 石川県野々市市御経塚 三丁目１５９番地

石川県 野々市市 クスリのアオキ 新庄店 076-248-0003 石川県野々市市新庄 六丁目４５１番地

石川県 野々市市 クスリキリン堂 押野店 0762-94-8003 石川県野々市市押野６ー６２

石川県 河北郡津幡町 クスリのアオキ 津幡店 076-289-2003 石川県河北郡津幡町横浜ヘ ３１の１

石川県 河北郡津幡町 ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ 津幡店 076-288-8200 石川県河北郡津幡町庄ヌ３ 化粧品売場

石川県 河北郡津幡町 クスリのアオキ 本津幡店 076-288-7666 石川県河北郡津幡町清水ア２８番

石川県 河北郡内灘町 クスリのアオキ 鶴ヶ丘店 076-286-6220 石川県河北郡内灘町字鶴ケ丘 五丁目１番地３５０

石川県 羽咋郡志賀町 ドラッグストアマツモトキヨシ 高浜店 0767-32-9001 石川県羽咋郡志賀町高浜町ヤ６９

石川県 鹿島郡中能登町 ドラッグストアマツモトキヨシ 鹿島店 0767-76-2357 石川県鹿島郡中能登町徳前よ １０９ー１

石川県 鳳珠郡穴水町 ドラッグストアマツモトキヨシ 穴水店 0768-52-3480 石川県鳳珠郡穴水町字川島レ ３０番１

福井県 福井市 アルプラザ平和堂 ベル店 0776-35-3111 福井県福井市花堂南２ー１６ー１

福井県 福井市 ユニーアピタ　福井大和田店 0776-57-2164 福井県福井市大和田町 第３２号２３番地

福井県 福井市 クスリのアオキ 大宮店 077-630-0037 福井県福井市大宮２丁目２３０２

福井県 福井市 クスリのアオキ 月見店 0776-32-5150 福井県福井市月見４丁目２１７番

福井県 福井市 薬マツモトキヨシ プリズム福井店 0776-29-1320 福井県福井市中央１丁目１ー２５

福井県 福井市 クスリのアオキ 花堂店 0776-32-6150 福井県福井市花堂東 １丁目１７１０番地

福井県 福井市 クスリのアオキ 舞屋店 0776-32-5200 福井県福井市舞屋町６ー５ー２

福井県 福井市 クスリのアオキ 灯明寺店 0776-27-0521 福井県福井市舟橋町６９ー５

福井県 福井市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ 大島店 0776-34-5015 福井県福井市大島町柳１０１ー４

福井県 福井市 クスリのアオキ 文京店 0776-21-0611 福井県福井市文京６丁目３０４

福井県 福井市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ 二の宮店 0776-22-6560 福井県福井市経田 ２丁目１１０番地

福井県 福井市 クスリのアオキ 森田店 0776-56-4811 福井県福井市石盛町１８字１２

福井県 福井市 クスリのアオキ 新田塚店 0776-20-1000 福井県福井市新田塚 ２丁目８２０３

福井県 福井市 クスリのアオキ 下江守店 0776-35-1641 福井県福井市下江守町 ２７ー１２

福井県 敦賀市 アルプラザ平和堂 敦賀店 0770-22-1586 福井県敦賀市白銀町１１ー５

福井県 敦賀市 クスリのアオキ 敦賀南店 0770-25-6870 福井県敦賀市若葉町 ２丁目７０５番

福井県 敦賀市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ 福井木崎店 0770-22-4830 福井県敦賀市木崎 １７号高土手７番地

福井県 敦賀市 クスリのアオキ 野神店 0770-21-3011 福井県敦賀市野神１５号一本松 ６－６

福井県 敦賀市 クスリのアオキ 木崎店 0770-47-6201 福井県敦賀市木崎 ２４号１３番地１

福井県 敦賀市 スギドラッグ 敦賀櫛林店 0770-47-5230 福井県敦賀市櫛林９号９番地の１



福井県 小浜市 ドラッグユタカ小浜店 0770-52-6510 福井県小浜市駅前１３番２２号

福井県 小浜市 クスリのアオキ 小浜店 0770-52-2290 福井県小浜市府中 ７号下前田２７番１

福井県 大野市 クスリのアオキ 大野店 0779-66-6480 福井県大野市月美町１００２

福井県 大野市 クスリのアオキ こぶし通り店 0779-64-4226 福井県大野市糸魚町 １番３号

福井県 勝山市 クスリのアオキ 勝山店 0779-88-6080 福井県勝山市旭町 ２丁目７５７番地

福井県 鯖江市 クスリのアオキ 北野店 0778-54-3400 福井県鯖江市北野町１丁目１０２

福井県 鯖江市 クスリのアオキ 神明店 0778-52-9511 福井県鯖江市糺町第３０号５番２

福井県 鯖江市 クスリのアオキ 東鯖江店 0778-43-6031 福井県鯖江市五郎丸町７４番地

福井県 鯖江市 クスリのアオキ 小黒店 0778-42-6227 福井県鯖江市小黒町 １丁目６番１５号

福井県 あわら市 クスリのアオキ 金津店 0776-73-8550 福井県あわら市大溝３丁目２０１

福井県 あわら市 クスリのアオキ 芦原店 0776-78-7611 福井県あわら市舟津４６字樋浦 １９番１

福井県 越前市 クスリのアオキ 芝原店 0778-25-5560 福井県越前市芝原５丁目７街区１

福井県 越前市 クスリのアオキ 横市店 0778-25-6250 福井県越前市横市町２７字尾寺 １ー１

福井県 越前市 クスリのアオキ 今立店 0778-43-8801 福井県越前市粟田部町 ４６字２４番

福井県 越前市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ 武生店 0778-21-1270 福井県越前市新町３ー１１ー１

福井県 越前市 クスリのアオキ 平出店 0778-21-2251 福井県越前市平出 １丁目９番２５号

福井県 坂井市 クスリのアオキ 三国店 0776-81-7200 福井県坂井市三国町覚善２ 字大宮３１番１

福井県 坂井市 クスリのアオキ 春江店 0776-58-0550 福井県坂井市春江町江留下高道 １３２番

福井県 坂井市 クスリのアオキ 丸岡店 0776-67-6690 福井県坂井市丸岡町里丸岡 １丁目４４番

福井県 坂井市 クスリのアオキ 丸岡北店 0776-68-1400 福井県坂井市丸岡町一本田福所 ２４字１８番１

福井県 坂井市 クスリのアオキ 坂井店 0776-66-4611 福井県坂井市坂井町長畑第２２号 ７番地甲

福井県 坂井市 薬マツモトキヨシ イーザ三国店 0776-82-3800 福井県坂井市三国町三国東 ５丁目１ー２０

福井県 吉田郡永平寺町 クスリのアオキ 松岡店 0776-61-7791 福井県吉田郡永平寺町松岡芝原 ２丁目８６番

福井県 南条郡南越前町 クスリのアオキ 南条店 0778-47-3861 福井県南条郡南越前町東大道 ２５字宮ノ前２５番１

福井県 丹生郡越前町 クスリのアオキ 朝日店 0778-34-5711 福井県丹生郡越前町東内郡 ２丁目２２２番

福井県 丹生郡越前町 クスリのアオキ 織田店 0778-36-2311 福井県丹生郡越前町大王丸 １４ー３３

福井県 大飯郡高浜町 ドラッグユタカ若狭高浜店 0770-72-2760 福井県大飯郡高浜町宮崎 ８６ー１１ー１

岐阜県 岐阜市 スギドラッグ 鶴田店 058-249-5520 岐阜県岐阜市鶴田町２丁目１ー１

岐阜県 岐阜市 スギ薬局 笠松店 058-218-2045 岐阜県岐阜市柳津町栄町 ２０２番地

岐阜県 岐阜市 中部薬品 芥見店 058-241-8660 岐阜県岐阜市芥見南山 ２ー６ー１１

岐阜県 岐阜市 スギ薬局 島店 058-210-1510 岐阜県岐阜市北島７丁目３番地８

岐阜県 岐阜市 スギ薬局 長良店 058-210-3121 岐阜県岐阜市八代１丁目６ー２０

岐阜県 岐阜市 中部薬品 市橋店 058-272-2531 岐阜県岐阜市市橋２丁目２ー５ バローショッピングセンター内

岐阜県 岐阜市 スギ薬局 芥見店 058-244-0380 岐阜県岐阜市芥見東山２番６

岐阜県 岐阜市 スギドラッグ 清本町店 058-268-7701 岐阜県岐阜市清本町 １丁目４８番地

岐阜県 岐阜市 スギドラッグ 鷺山店 058-296-0630 岐阜県岐阜市鷺山中洙１５５１

岐阜県 岐阜市 スギ薬局 又丸店 058-293-0550 岐阜県岐阜市又丸村中４７ー１

岐阜県 岐阜市 スギ薬局 スギドラッグ忠節店 058-296-0701 岐阜県岐阜市島栄町 １丁目４５番地４

岐阜県 岐阜市 スギ薬局 中鶉店 058-268-8284 岐阜県岐阜市中鶉３丁目５０ー１

岐阜県 岐阜市 ユタカファーマシー ドラッグユタカ　長森 058-240-7686 岐阜県岐阜市水海道５丁目２ー５

岐阜県 岐阜市 Ｖ・ｄｒｕｇ 茜部南店 058-268-8607 岐阜県岐阜市茜部寺屋敷 ２丁目６１番地

岐阜県 岐阜市 スギ薬局 柳ヶ瀬通り店 058-212-3330 岐阜県岐阜市柳ケ瀬通り１丁目 １２番岐阜中日ビル１Ｆ

岐阜県 岐阜市 ドラッグユタカ　黒野店 058-234-3253 岐阜県岐阜市折立字村前 ８７３ー３

岐阜県 岐阜市 ドラッグユタカ　入舟店 058-240-2633 岐阜県岐阜市入舟町４丁目４番地

岐阜県 岐阜市 パワードラッグワンズ 名鉄岐阜駅店 058-267-7238 岐阜県岐阜市神田町９丁目 １番地１名鉄岐阜駅２Ｆ

岐阜県 岐阜市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 則武中央店 058-296-5026 岐阜県岐阜市則武東 ２丁目１５番１２号



岐阜県 岐阜市 ドラッグユタカ岩田店 058-241-2366 岐阜県岐阜市岩田東 ３丁目１９８ー２

岐阜県 岐阜市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 北一色店 058-247-5552 岐阜県岐阜市北一色 ６丁目２０ー２６

岐阜県 岐阜市 ドラッグユタカ鏡島店 058-251-8161 岐阜県岐阜市西荘 ３丁目１番１１号

岐阜県 岐阜市 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ長良西店 058-296-3141 岐阜県岐阜市上土居 １丁目６番６号

岐阜県 岐阜市 サンドラッグ岐阜六条店 058-268-2135 岐阜県岐阜市六条南１丁目 １７番地１４号

岐阜県 岐阜市 サンドラッグ鏡島店 058-255-1281 岐阜県岐阜市西荘３丁目 ２番１６号

岐阜県 岐阜市 クスリのアオキ 岐阜県庁南店 058-268-0161 岐阜県岐阜市薮田南５丁目 ７番６号

岐阜県 岐阜市 ドラッグユタカ則武店 058-233-6703 岐阜県岐阜市則武中四丁目３番６

岐阜県 岐阜市 スギドラッグ 岐阜六条店 058-214-3125 岐阜県岐阜市六条南三丁目 ３番５号

岐阜県 岐阜市 スギドラッグ 長森店 058-214-2105 岐阜県岐阜市琴塚２丁目８番８号

岐阜県 岐阜市 クスリのアオキ 芋島店 058-215-6160 岐阜県岐阜市芋島 三丁目８番５号

岐阜県 岐阜市 薬マツモトキヨシ アスティ岐阜駅店 058-265-6212 岐阜県岐阜市橋本町１丁目 １０番１号

岐阜県 岐阜市 クスリのアオキ 西郷店 058-215-6007 岐阜県岐阜市中 ２丁目１７７番

岐阜県 岐阜市 ウエルシア岐阜加納本石店 058-278-6250 岐阜県岐阜市加納本石町 １丁目１番地

岐阜県 岐阜市 スギドラッグ 岐阜都通店 058-215-5182 岐阜県岐阜市弁天町 ３丁目３８番地

岐阜県 岐阜市 クスリのアオキ芥見店 058-213-7773 岐阜県岐阜市芥見南山 ２丁目８番４４号

岐阜県 岐阜市 クスリのアオキ上尻毛店 058-215-5434 岐阜県岐阜市上尻毛八幡 ６０ー１

岐阜県 岐阜市 ウエルシア 岐阜鷺山店 058-297-7017 岐阜県岐阜市下土居 ２丁目８番１１号

岐阜県 岐阜市 Ｖ・ｄｒｕｇ　中部薬品 領下店 058-259-3671 岐阜県岐阜市領下 ５丁目５８

岐阜県 岐阜市 クスリのアオキ粟野東店 058-216-1731 岐阜県岐阜市粟野東 １丁目６３番地

岐阜県 岐阜市 クスリのアオキ鷺山店 058-215-1391 岐阜県岐阜市鷺山 １３３７番地

岐阜県 岐阜市 ドラッグユタカ 岐阜日野店 058-259-7234 岐阜県岐阜市日野南 ７丁目１７番地６

岐阜県 岐阜市 クスリのアオキ茜部店 058-214-2682 岐阜県岐阜市茜部本郷 ２丁目１３８番地１

岐阜県 岐阜市 スギドラッグ 岐阜駅西店 058-215-1101 岐阜県岐阜市橋本町三丁目５番地

岐阜県 岐阜市 クスリのアオキ細畑店 058-215-5762 岐阜県岐阜市細畑 ３丁目２１番２８号

岐阜県 岐阜市 スギドラッグ茜部店 058-215-1671 岐阜県岐阜市水主町 一丁目１６２番地２

岐阜県 岐阜市 スギドラッグ 粟野東店 058-215-6881 岐阜県岐阜市粟野東 四丁目１７２番地

岐阜県 岐阜市 ウエルシア岐阜琴塚店 058-259-6131 岐阜県岐阜市琴塚 ４丁目３番２０号

岐阜県 岐阜市 クスリのアオキ南鶉店 058-215-0801 岐阜県岐阜市南鶉 ４丁目７番地１

岐阜県 岐阜市 クスリのアオキ則武店 058-201-1177 岐阜県岐阜市則武西 １丁目２番８号

岐阜県 岐阜市 スギドラッグ 鏡島店 058-255-5482 岐阜県岐阜市西荘 四丁目６番１号

岐阜県 岐阜市 クスリのアオキ北島店 058-201-2227 岐阜県岐阜市北島 ３丁目１番５号

岐阜県 岐阜市 スギドラッグ 岐阜入舟店 058-201-6560 岐阜県岐阜市入舟町 五丁目３１番地１

岐阜県 岐阜市 イトーヨーカ堂 柳津店 058-388-5511 岐阜県岐阜市柳津町丸野 ３丁目３番６

岐阜県 岐阜市 イオン岐阜店 058-294-1100 岐阜県岐阜市正木中 １丁目２番１号

岐阜県 岐阜市 イオン柳津店 058-388-2221 岐阜県岐阜市柳津町本郷 ４ー１ー１

岐阜県 大垣市 スギ薬局 荒川店 0584-93-3285 岐阜県大垣市荒川町字森元 ４１７番地１

岐阜県 大垣市 スギ薬局 スギ薬局中野店 0584-83-1420 岐阜県大垣市中野町３丁目４番

岐阜県 大垣市 ドラッグユタカ　大垣南店 0584-75-0520 岐阜県大垣市寺内町 ２丁目３７番地

岐阜県 大垣市 ドラッグユタカひるい店 0584-92-1324 岐阜県大垣市昼飯町５０２ー１

岐阜県 大垣市 ドラッグユタカ　林町店 0584-74-7175 岐阜県大垣市林町１０丁目 １３３９ー１

岐阜県 大垣市 ドラッグユタカ　木戸店 0584-84-7701 岐阜県大垣市木戸町字北出 ４２５番地

岐阜県 大垣市 サンドラッグ大垣店 0584-77-1608 岐阜県大垣市三塚町４６３ー１

岐阜県 大垣市 ドラッグユタカ大垣旭町店 0584-82-6161 岐阜県大垣市旭町２丁目２番地

岐阜県 大垣市 クスリのアオキ 中野店 0584-77-0308 岐阜県大垣市中野町 ３丁目３６番地

岐阜県 大垣市 クスリのアオキ あずま店 0584-71-8591 岐阜県大垣市東町 １丁目　７番１



岐阜県 大垣市 クスリのアオキ大井店 0584-83-1006 岐阜県大垣市大井 ２丁目４７番地１

岐阜県 大垣市 クスリのアオキ長松店 0584-71-7581 岐阜県大垣市長松町 ８４８番地１０

岐阜県 大垣市 クスリのアオキ大垣丸の内店 0584-71-7235 岐阜県大垣市丸の内 １丁目１８番地

岐阜県 大垣市 アル・プラザ平和堂 鶴見店 0584-75-3711 岐阜県大垣市鶴見町字上渡瀬 ６４１番地の２

岐阜県 大垣市 イオン大垣店 0584-87-1300 岐阜県大垣市外野 ２丁目１００番地

岐阜県 高山市 中部薬品　高山東店 0577-37-5012 岐阜県高山市三福寺町 ３３２９ー１

岐阜県 高山市 中部薬品 国府店 0577-72-6105 岐阜県高山市国府町広瀬町 １６３５ー１

岐阜県 高山市 中部薬品　高山中央店 0577-37-5616 岐阜県高山市岡本町 三丁目４３ー１

岐阜県 高山市 中部薬品 高山南店 0577-37-6182 岐阜県高山市石浦町２丁目１８８

岐阜県 高山市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 高山西薬局 0577-36-6275 岐阜県高山市上岡本町 ２丁目４５２ー２

岐阜県 高山市 スギ薬局 スギドラッグ高山南店 0577-36-7510 岐阜県高山市石浦町 ２ー４２５

岐阜県 高山市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 フレスポ高山店 0577-36-6045 岐阜県高山市天満町１ー５ー８ フレスポ飛騨高山内

岐阜県 高山市 スギドラッグ 高山中央店 0577-57-9500 岐阜県高山市初田町 三丁目４５番地

岐阜県 高山市 スギドラッグ 高山駅西店 0577-57-9100 岐阜県高山市岡本町 一丁目１０１番地

岐阜県 高山市 ユニーアピタ　飛騨高山店 0577-72-6311 岐阜県高山市国府町金桶４１番地

岐阜県 多治見市 中部薬品 多治見インター店 0572-21-5660 岐阜県多治見市若松町２丁目４８

岐阜県 多治見市 中部薬品 多治見旭ヶ丘店 0572-28-3135 岐阜県多治見市小名田町西ケ洞 １ー３２５

岐阜県 多治見市 スギドラッグ 多治見店 0572-21-3916 岐阜県多治見市住吉町 １丁目１番地１

岐阜県 多治見市 スギ薬局 多治見南店 0572-21-0071 岐阜県多治見市三笠町 １丁目８ー１

岐阜県 多治見市 ドラッグスギヤマ 多治見北店 0572-21-6011 岐阜県多治見市小田町六丁目 １番地４

岐阜県 多治見市 薬マツモトキヨシ アスティ多治見店 0572-21-1088 岐阜県多治見市音羽町 ２丁目７９番１号

岐阜県 多治見市 クスリのアオキ池田店 0585-35-5810 岐阜県揖斐郡池田町本郷 １３８１番地４号

岐阜県 関市 スギ薬局 関店 0575-25-6220 岐阜県関市倉知字祭場下 ４２３番地

岐阜県 関市 Ｖ・ｄｒｕｇ 関ひがし店 0575-21-5468 岐阜県関市市平賀字鹿塚８５

岐阜県 関市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 関緑ヶ丘店 0575-21-3561 岐阜県関市池田町１６３

岐阜県 関市 Ｖ・ｄｒｕｇ　中部薬品 関寿店 0575-21-0161 岐阜県関市寿町２丁目４番２３号

岐阜県 関市 ウエルシア関緑ヶ丘店 0575-21-5035 岐阜県関市緑ケ丘 １丁目２番１５号

岐阜県 関市 クスリのアオキ鋳物師屋店 0575-46-7188 岐阜県関市笠屋 土地区画整理事業１４街区３

岐阜県 関市 クスリのアオキ稲口店 0575-46-7870 岐阜県関市稲口５２３番地１

岐阜県 関市 クスリのアオキ下有知店 0575-29-3701 岐阜県関市下有知 ４０７４番地１

岐阜県 関市 イオン関店 0575-21-0120 岐阜県関市倉知５１６

岐阜県 中津川市 ジップドラッグ 落合店 0573-51-3161 岐阜県中津川市落合沖田 ７０９ー１

岐阜県 中津川市 ココカラファイン 中村店 0573-62-4930 岐阜県中津川市中津川字野中 ３０１５ー１

岐阜県 中津川市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 付知店 0573-83-2035 岐阜県中津川市付知町字小林 １０９４０ー１

岐阜県 中津川市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 坂本店 0573-78-1525 岐阜県中津川市茄子川２２０１

岐阜県 中津川市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 中津川店 0573-62-2158 岐阜県中津川市かやの木町 １ー３７

岐阜県 美濃市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 美濃店 0575-31-1701 岐阜県美濃市段町１０９番１１

岐阜県 瑞浪市 ジップドラッグ 瑞浪店 0572-66-1830 岐阜県瑞浪市山田町欠ノ上 ４４７番地

岐阜県 羽島市 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ羽島店 058-391-8771 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴字小堤 １０６０ー１

岐阜県 羽島市 スギ薬局 舟橋店 058-394-3120 岐阜県羽島市舟橋町１１番地

岐阜県 羽島市 スギ薬局 羽島正木店 058-394-2112 岐阜県羽島市正木町曲利１０６８

岐阜県 羽島市 サンドラッグ羽島店 058-397-1521 岐阜県羽島市江吉良町２９３９ バロー羽島インター店内

岐阜県 羽島市 クスリのアオキ 福寿店 058-394-0220 岐阜県羽島市福寿町間島 ７丁目１７番地

岐阜県 羽島市 クスリのアオキ 岐阜羽島駅前店 058-322-4904 岐阜県羽島市舟橋町 ８丁目１番地

岐阜県 恵那市 ジップドラッグ 恵那店 0573-26-5655 岐阜県恵那市長島町正家 ８３１ー２

岐阜県 恵那市 Ｖ＋ＤＲＵＧ　恵那店 0573-20-0545 岐阜県恵那市長島町中野 １丁目２番地３



岐阜県 恵那市 ココカラファイン 大崎店 0573-20-2101 岐阜県恵那市長島町中野 字横井５６ー２

岐阜県 美濃加茂市 スギドラッグ 美濃加茂店 0574-23-2666 岐阜県美濃加茂市古井町下古井 字新明堂２７４７番地６

岐阜県 美濃加茂市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 美濃加茂西店 0574-24-3571 岐阜県美濃加茂市太田町３４０

岐阜県 美濃加茂市 クスリのアオキ川合店 0574-49-7731 岐阜県美濃加茂市川合町 ４丁目２番１０号

岐阜県 美濃加茂市 クスリのアオキ美濃太田店 0574-66-1121 岐阜県美濃加茂市太田町 １８６０番地２

岐阜県 美濃加茂市 ユニーアピタ　美濃加茂店 0574-27-5811 岐阜県美濃加茂市野笹町 ２丁目５番６５号

岐阜県 土岐市 中部薬品 土岐肥田店 0572-53-1201 岐阜県土岐市肥田浅野元町 １ー３７

岐阜県 土岐市 スギドラッグ 土岐店 0572-44-7436 岐阜県土岐市土岐口南町 二丁目　１１番地

岐阜県 各務原市 スギ薬局 各務原店 0583-80-5033 岐阜県各務原市蘇原花園町 ２丁目１６番地

岐阜県 各務原市 スギ薬局 鵜沼三ツ池店 058-379-5101 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町 ５丁目１９８ー１

岐阜県 各務原市 Ｖ・ｄｒｕｇ 那加店 058-380-7172 岐阜県各務原市那加前野町 ３丁目１６７ー１

岐阜県 各務原市 パルファン イオン各務原店 058-375-3301 岐阜県各務原市那加萱場町３ー８ イオン各務原ショッピング センター１階

岐阜県 各務原市 ドラッグユタカ各務原那加店 058-383-5510 岐阜県各務原市那加巾下町３４

岐阜県 各務原市 スギ薬局 鵜沼店 058-379-6015 岐阜県各務ヶ原市鵜沼西町 １丁目３６４番地１

岐阜県 各務原市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 各務原中央店 058-380-7317 岐阜県各務原市蘇原新栄町 １丁目１

岐阜県 各務原市 クスリのアオキ東島店 058-322-5871 岐阜県各務原市蘇原東島町 三丁目５７番地１

岐阜県 各務原市 クスリのアオキにんじん通り店 058-322-3666 岐阜県各務原市鵜沼各務原町 ４丁目３２７番地１

岐阜県 各務原市 クスリのアオキ蘇原中央店 058-372-6801 岐阜県各務原市蘇原新栄町 １丁目４３番地１

岐阜県 各務原市 クスリのアオキ川島店 0586-64-5971 岐阜県各務原市川島河田町 ３７８番地１

岐阜県 各務原市 クスリのアオキ鵜沼東店 058-322-2017 岐阜県各務原市鵜沼東町 一丁目１１２番地１

岐阜県 各務原市 クスリのアオキ那加野畑店 058-372-3280 岐阜県各務原市那加野畑町 一丁目１１６番地３

岐阜県 各務原市 スギドラッグ 各務原市役所前店 058-372-2650 岐阜県各務原市那加住吉町 一丁目２番地１

岐阜県 各務原市 イオン各務原店 058-375-3500 岐阜県各務原市那加萱場町３ー８

岐阜県 可児市 中部薬品今渡店 0574-60-5115 岐阜県可児市今渡８４０ー２ バロー今渡店内

岐阜県 可児市 スギ薬局 可児店 0574-60-5505 岐阜県可児市下恵土字針田 ４１３５番地

岐阜県 可児市 中部薬品　西可児店 0574-69-0337 岐阜県可児市帷子新町３ー５４

岐阜県 可児市 Ｖ・Ｄｒｕｇ　中部薬品 広見薬局 0574-61-1855 岐阜県可児市広見字中反田 １９９９ー１

岐阜県 可児市 クスリのアオキ今渡店 0574-49-8581 岐阜県可児市今渡 ２４３２番地１

岐阜県 可児市 クスリのアオキ中恵土店 0574-49-6501 岐阜県可児市中恵土 ２０６０番地１

岐阜県 可児市 スギドラッグ 可児広見店 0574-48-8302 岐阜県可児市広見２１１２番地１

岐阜県 可児市 クスリのアオキ下恵土店 0574-66-1220 岐阜県可児市下恵土 ８５９番地１

岐阜県 山県市 クスリのアオキ高富店 0581-32-9101 岐阜県山県市高富 ２３６７番地

岐阜県 瑞穂市 ＭＥＧＡドン・キホーテ 岐阜瑞穂店 058-329-0411 岐阜県瑞穂市稲里５８０ー１

岐阜県 瑞穂市 スギドラッグ 穂積店 058-329-4030 岐阜県瑞穂市稲里中通６８１

岐阜県 瑞穂市 ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ－６ 瑞穂 058-329-3711 岐阜県瑞穂市牛牧２８３６番１ 化粧品売場

岐阜県 瑞穂市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 穂積西店 058-329-3865 岐阜県瑞穂市十九条字鳥居前 ２５０ー１

岐阜県 瑞穂市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 穂積店 058-329-3617 岐阜県瑞穂市馬場小城町１丁目８

岐阜県 瑞穂市 クスリのアオキ 穂積店 058-372-3317 岐阜県瑞穂市野白新田４３番地３

岐阜県 瑞穂市 クスリのアオキ牛牧店 058-372-2088 岐阜県瑞穂市牛牧４８８番地１

岐阜県 瑞穂市 スギドラッグ 穂積駅西店 058-322-3561 岐阜県瑞穂市別府 ８７８番地１

岐阜県 飛騨市 シメノドラッグ 神岡店 0578-82-1318 岐阜県飛騨市神岡町殿字久保 ８８７番地

岐阜県 本巣市 薬マツモトキヨシ モレラ岐阜 058-323-8112 岐阜県本巣市三橋１１００ モレラ岐阜店１Ｆ

岐阜県 本巣市 スギドラッグ 本巣糸貫店 058-372-6312 岐阜県本巣市三橋一丁目４０番地

岐阜県 郡上市 中部薬品　白鳥中央店 0575-83-1055 岐阜県郡上市白鳥町白鳥 字藤五郎２８番２

岐阜県 郡上市 Ｖ・ｄｒｕｇ 大和店 0575-88-9011 岐阜県郡上市大和町徳永字下西田 ８１７ー１

岐阜県 郡上市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 郡上市民病院前店 0575-66-1070 岐阜県郡上市八幡町島谷字古川 １５２２ー１



岐阜県 下呂市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 萩原中央薬局 0576-53-2072 岐阜県下呂市萩原町花池字川原 １７７ー３

岐阜県 下呂市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 下呂店 0576-23-1215 岐阜県下呂市森字折坂 ８５４ー９

岐阜県 下呂市 スギドラッグ 萩原店 0576-53-0700 岐阜県下呂市萩原町萩原 １５００番地２

岐阜県 海津市 スギ薬局 海津店 0584-52-2071 岐阜県海津市海津町馬目字西方 ３５６ー１

岐阜県 羽島郡岐南町 スギドラッグ 岐南店 058-249-6011 岐阜県羽島郡岐南町八剣２ー３６

岐阜県 羽島郡岐南町 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 岐南薬局 058-259-3166 岐阜県羽島郡岐南町野中 ２丁目８８番地

岐阜県 羽島郡岐南町 クスリのアオキみやまち店 058-214-2785 岐阜県羽島郡岐南町徳田１丁目 １２番地

岐阜県 羽島郡笠松町 クスリのアオキ 円城寺店 058-218-2151 岐阜県羽島郡笠松町円城寺 字東栗屋９９６番地

岐阜県 羽島郡笠松町 クスリのアオキ笠松長池店 058-372-5020 岐阜県羽島郡笠松町長池 １１６６番地１

岐阜県 養老郡養老町 ドラッグユタカ　養老高田店 0584-32-5080 岐阜県養老郡養老町高田 字元屋敷２１４９ー３６

岐阜県 養老郡養老町 オークワ ＳＵＣ養老店 0584-37-3030 岐阜県養老郡養老町瑞穂 ４１８ー１

岐阜県 不破郡垂井町 スギ薬局 垂井店 0584-24-0664 岐阜県不破郡垂井町字追分 ２２８６番地１

岐阜県 不破郡垂井町 ドラッグユタカ　垂井店 0584-24-0522 岐阜県不破郡垂井町表佐入之宮 １５１ー３

岐阜県 不破郡垂井町 クスリのアオキ垂井店 0584-71-6100 岐阜県不破郡垂井町２３４３番地

岐阜県 不破郡関ケ原町 スギ薬局 関ヶ原店 0584-41-0181 岐阜県不破郡関ケ原町関ケ原 字西野２５７２ー１

岐阜県 安八郡神戸町 ドラッグユタカ　神戸北店 0584-27-4440 岐阜県安八郡神戸町丈六道 村西５３番地

岐阜県 安八郡神戸町 クスリのアオキ神戸店 0584-71-7371 岐阜県安八郡神戸町大字神戸 １１７０番地

岐阜県 揖斐郡揖斐川町 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 揖斐川店 0585-21-2033 岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方中島 １２２

岐阜県 本巣郡北方町 ドラッグユタカ　北方高屋店 058-323-9660 岐阜県本巣郡北方町高屋白木 ３丁目８０

岐阜県 本巣郡北方町 ドラッグユタカ　北方芝原店 058-323-7323 岐阜県本巣郡北方町芝原中町 ４丁目５５番地

岐阜県 本巣郡北方町 クスリのアオキ 北方高屋 058-320-1011 岐阜県本巣郡北方町伊勢田一丁目 ６番地

岐阜県 本巣郡北方町 クスリのアオキ北方中央店 058-322-6162 岐阜県本巣郡北方町長谷川 １丁目４７番地１

岐阜県 本巣郡北方町 ユニーアピタ　北方店 058-328-8511 岐阜県本巣郡北方町平成 ２丁目３番地

岐阜県 加茂郡川辺町 スギ薬局 川辺店 0574-52-1071 岐阜県加茂郡川辺町西栃井 ４５９番

岐阜県 可児郡御嵩町 スギドラッグ 御嵩店 0574-49-7402 岐阜県可児郡御嵩町上恵土 ２９５ー１

静岡県 静岡市葵区 ドン・キホーテ 山崎店 054-276-2911 静岡県静岡市葵区山崎 １ー２７ー１

静岡県 静岡市葵区 サンドラッグ プラム呉服町店 054-250-2020 静岡県静岡市葵区呉服町 ２ー３ー７

静岡県 静岡市葵区 杏林堂 瀬名川店 054-655-8611 静岡県静岡市葵区瀬名川 ２丁目２９番３５号

静岡県 静岡市葵区 ドン・キホーテ 静岡両替町店 054-653-3811 静岡県静岡市葵区紺屋町１２ー１

静岡県 静岡市葵区 スギ薬局 鷹匠店 054-653-5051 静岡県静岡市葵区相生町 １４ー３１

静岡県 静岡市葵区 ウエルシア川合店 054-655-3535 静岡県静岡市葵区川合 １丁目１０ー１０

静岡県 静岡市葵区 ウエルシアセノバ店 054-653-5888 静岡県静岡市葵区鷹匠１丁目 １－１－０－７　店番０１９０

静岡県 静岡市葵区 ウエルシア北安東店 054-200-1055 静岡県静岡市葵区北安東 ３丁目３番３号

静岡県 静岡市葵区 杏林堂スーパードラッグストア 静岡山崎 054-277-0711 静岡県静岡市葵区山崎１丁目 ２７番３号

静岡県 静岡市葵区 薬マツモトキヨシ 新静岡駅前店 054-205-6500 静岡県静岡市葵区伝馬町１ー２ ホテルシティオ１Ｆ

静岡県 静岡市葵区 櫻工房ウエルシア東静岡店 054-267-3155 静岡県静岡市葵区柚木１９１ ＭＡＲＫ　ＩＳ　静岡１階 １０２ーＡ

静岡県 静岡市葵区 ウエルシア静岡昭府店 054-205-6633 静岡県静岡市葵区昭府 １丁目２番３７号

静岡県 静岡市葵区 ウエルシア上足洗店 054-200-7700 静岡県静岡市葵区上足洗 ３丁目１３ー３０

静岡県 静岡市葵区 ＰｉｕＭａｇｉ　静岡店 054-275-1228 静岡県静岡市葵区御幸町６ー１０ 静岡マルイ１Ｆ

静岡県 静岡市葵区 杏林堂スーパードラッグストア 静岡松富 054-205-8411 静岡県静岡市葵区松富 ２ー１ー６２

静岡県 静岡市葵区 Ｃｒｅｍｏ　静岡東急スクエア店 054-653-1511 静岡県静岡市葵区伝馬町 ６ー１

静岡県 静岡市葵区 ウエルシア東瀬名店 054-655-1885 静岡県静岡市葵区東瀬名町６ ー５

静岡県 静岡市葵区 ウエルシア柳町店 054-653-1898 静岡県静岡市葵区柳町４２ー ２

静岡県 静岡市葵区 ウエルシア静岡安倍口店 054-296-9888 静岡県静岡市葵区 安倍口新田４５４ー１

静岡県 静岡市葵区 ウエルシアあさはた店 054-209-0881 静岡県静岡市葵区北５丁目 ３１番５号

静岡県 静岡市葵区 ウエルシア静岡松富店 054-253-5388 静岡県静岡市葵区松富４ー２ ー１



静岡県 静岡市葵区 ウエルシア羽鳥店 054-276-0600 静岡県静岡市葵区羽鳥 ２丁目２１－２０

静岡県 静岡市駿河区 クリエイトＳ・Ｄ 静岡高松店 054-237-0191 静岡県静岡市駿河区高松 ５８３

静岡県 静岡市駿河区 ユニーアピタ　静岡店 054-654-4600 静岡県静岡市駿河区石田 １丁目５ー１

静岡県 静岡市駿河区 杏林堂薬局 静岡登呂店 054-654-7911 静岡県静岡市駿河区登呂 １丁目１８ー３８

静岡県 静岡市駿河区 ドラッグストアマツモトキヨシ 駿河馬渕店 054-202-7888 静岡県静岡市駿河区馬渕 ４ー３ー１０

静岡県 静岡市駿河区 スギ薬局 スギドラッグ池田店 054-202-7662 静岡県静岡市駿河区池田字 長市坪１２６ー１

静岡県 静岡市駿河区 ウエルシア中田店 054-202-9588 静岡県静岡市駿河区中田 ２丁目１０番３号

静岡県 静岡市駿河区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 駿河敷地店 054-236-7515 静岡県静岡市駿河区敷地 １ー２５ー８

静岡県 静岡市駿河区 杏林堂スーパードラッグストア 静岡小鹿 054-287-8111 静岡県静岡市駿河区小鹿 ２２８ー１

静岡県 静岡市駿河区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 駿河下川原店 054-201-2881 静岡県静岡市駿河区下川原 五丁目１番８号

静岡県 静岡市駿河区 ウエルシア丸子店 054-268-3322 静岡県静岡市駿河区北丸子 １丁目５番５号

静岡県 静岡市駿河区 サンドラッグ 静岡イトーヨーカドー店 054-202-8051 静岡県静岡市駿河区曲金 ３ー１ー５

静岡県 静岡市駿河区 スギドラッグ 駿河西島店 054-204-2391 静岡県静岡市駿河区西島 ８５１番地１

静岡県 静岡市駿河区 ウエルシア静岡下川原店 054-268-1889 静岡県静岡市駿河区下川原 １４８４

静岡県 静岡市駿河区 ウエルシア西脇店 054-283-4988 静岡県静岡市駿河区西脇３０ー１

静岡県 静岡市駿河区 ウエルシア折戸店 0543-35-5688 静岡県静岡市清水区折戸４丁目 ２番３５号

静岡県 静岡市駿河区 ウエルシア中吉田店 054-208-4188 静岡県静岡市駿河区中吉田２１ー １４

静岡県 静岡市駿河区 ウエルシア中原店 054-286-8018 静岡県静岡市駿河区中原１３１ー ３

静岡県 静岡市駿河区 ウエルシア池田店 054-655-1101 静岡県静岡市駿河区池田 １６ー５

静岡県 静岡市清水区 イオン清水店 0543-44-2500 静岡県静岡市清水区上原 １丁目６ー１６

静岡県 静岡市清水区 カワチ薬品　清水鳥坂店 054-348-5830 静岡県静岡市清水区鳥坂６８４

静岡県 静岡市清水区 サンドラッグ清水店 054-361-6255 静岡県静岡市清水区宝町１ー８

静岡県 静岡市清水区 クリエイトＳ・Ｄ 清水下野店 054-361-1620 静岡県静岡市清水区下野緑町 １５ー１０

静岡県 静岡市清水区 ウエルシア高部店 0543-46-4086 静岡県静岡市清水区押切 ２９２ー１

静岡県 静岡市清水区 ウエルシア下清水店 054-355-1002 静岡県清水市清水区下清水町 ５番３０号

静岡県 静岡市清水区 サンドラッグ 清水渋川店 054-344-7200 静岡県静岡市清水区渋川 １０２ー１

静岡県 静岡市清水区 ウエルシア清水横砂店 054-371-5660 静岡県静岡市清水区横砂本町 １８番２８号

静岡県 静岡市清水区 ウエルシア清水西久保店 0543-61-6689 静岡県静岡市清水区 西久保４４１ー２

静岡県 静岡市清水区 ウエルシア清水江尻台店 0543-71-5689 静岡県静岡市清水区 江尻台町２２ー１

静岡県 静岡市清水区 ウエルシア村松店 0543-37-0788 静岡県静岡市清水区 村松１丁目４ー１

静岡県 静岡市清水区 ウエルシア北脇店 0543-48-2388 静岡県静岡市清水区北脇 ２６１ー２

静岡県 静岡市清水区 ウエルシア下野店 0543-63-5886 静岡県静岡市清水区下野西 １ー２７

静岡県 静岡市清水区 ウエルシアベイドリーム清水店 054-337-3589 静岡県静岡市清水区駒越北町 ２５７－４

静岡県 静岡市清水区 ウエルシア天王店 054-361-0380 静岡県静岡市清水区天王東 ６ー１６

静岡県 浜松市中区 杏林堂薬局 伝馬町店 053-454-2727 静岡県浜松市中区伝馬町 ３１３ー２３

静岡県 浜松市中区 杏林堂薬局 新富塚店 053-471-2211 静岡県浜松市中区富塚町 ４５０ー１

静岡県 浜松市中区 杏林堂薬局 葵東店 053-437-7355 静岡県浜松市中区葵東 ２ー２４ー１

静岡県 浜松市中区 杏林堂ドラッグストア 小豆餅店 053-438-3011 静岡県浜松市中区小豆餅 ４ー１７ー５

静岡県 浜松市中区 杏林堂 西伊場店 053-450-5471 静岡県浜松市中区西伊場町 ４８ー２４

静岡県 浜松市中区 杏林堂薬局 芳川店 053-427-1711 静岡県浜松市南区四本松町 ４６０ー１

静岡県 浜松市中区 薬マツモトキヨシ 浜松Ｐａｒｔ２店 053-454-8800 静岡県浜松市中区鍛冶町 ３１９ー１８

静岡県 浜松市中区 杏林堂スーパードラッグストア 新津店 053-411-1711 静岡県浜松市中区新津町５８３

静岡県 浜松市中区 ドラッグストアマツモトキヨシ 東伊場店 053-455-4000 静岡県浜松市中区東伊場 ２丁目１４番５５号

静岡県 浜松市中区 杏林堂スーパードラッグストア 高丘東店 053-430-5611 静岡県浜松市中区高岡東 ３ー１５ー８

静岡県 浜松市中区 サンドラッグ 小豆餅店 053-414-0301 静岡県浜松市中区小豆餅 ４丁目１４番３１号

静岡県 浜松市中区 スギドラッグ 浜松住吉店 053-525-8580 静岡県浜松市中区住吉 ４丁目１５番１号



静岡県 浜松市中区 杏林堂スーパードラッグストア 上島駅前 053-467-5611 静岡県浜松市中区上島 ３ー２８ー１０

静岡県 浜松市中区 ウエルシア浜松葵町店 053-430-6589 静岡県浜松市中区葵西３丁目２５ ー１

静岡県 浜松市中区 クリエイトＳ・Ｄ 浜松上島店 053-478-7371 静岡県浜松市中区上島 ４－２９－８

静岡県 浜松市東区 ＭＥＧＡドン・キホーテ 浜松三方原店 053-414-2311 静岡県浜松市東区半田山 ５ー３６ー１

静岡県 浜松市東区 イオン浜松市野店 053-468-1600 静岡県浜松市東区天王町字諏訪 １９８１ー３

静岡県 浜松市東区 杏林堂薬局 有玉北町 053-433-5511 静岡県浜松市東区有玉北町 １１５４ー７

静岡県 浜松市東区 杏林堂ドラッグストア 天王店 053-466-5411 静岡県浜松市東区天王町 １５１７ー１

静岡県 浜松市東区 ジップドラッグ 大島店 053-435-0002 静岡県浜松市東区大島町 ３７１ー２

静岡県 浜松市東区
杏林堂スーパードラッグストア ピーワンプ
ラザ天王店

053-465-7411 静岡県浜松市東区天王町 １９８２ー３

静岡県 浜松市東区 ジップドラッグ 和田店 053-467-5711 静岡県浜松市東区和田町 字東前２０３番地の１

静岡県 浜松市東区 クリエイトＳ・Ｄ 浜松和田店 053-411-2261 静岡県浜松市東区和田町 １０４ー１

静岡県 浜松市東区 スギ薬局 浜松西ヶ崎店 053-589-4373 静岡県浜松市東区西ヶ崎町 １０７２番地の１

静岡県 浜松市東区 杏林堂スーパードラッグストア 和田店 053-411-5911 静岡県浜松市東区和田町 ２２０ー１

静岡県 浜松市東区 杏林堂スーパードラッグストア 中郡店 053-431-0111 静岡県浜松市東区中郡町 １８２２

静岡県 浜松市東区 スギドラッグ 浜松プラザ・フレスポ店 053-424-6331 静岡県浜松市東区上西町 １０２０ー３３ 浜松プラザ・フレスポ１階

静岡県 浜松市東区 杏林堂スーパードラッグストア 有玉南店 053-432-4011 静岡県浜松市東区有玉南町 ５１９番地

静岡県 浜松市東区 クリエイトＳ・Ｄ 浜松天王店 053-423-0781 静岡県浜松市東区天王町 ９８１－１

静岡県 浜松市西区 イオン浜松志都呂店 053-415-1100 静岡県浜松市西区志都呂 ２丁目３７番１号

静岡県 浜松市西区 イオン浜松西店 053-449-2611 静岡県浜松市西区入野町 ６２４４ー１

静岡県 浜松市西区 杏林堂ドラッグストア 舞阪店 053-592-4511 静岡県浜松市西区舞阪町浜田 ３２１

静岡県 浜松市西区 杏林堂ドラッグストア 大平台店 053-485-9555 静岡県浜松市西区大平台 １丁目３３ー２８

静岡県 浜松市西区 杏林堂薬局 志都呂店 053-415-0711 静岡県浜松市西区志都呂町 一丁目１ー１

静岡県 浜松市西区 ウエルシア浜松西山町店 053-482-3260 静岡県浜松市西区西山町 ２１７１番４

静岡県 浜松市西区 クリエイトＳ・Ｄ 浜松入野店 053-445-5751 静岡県浜松市西区入野町６３６

静岡県 浜松市南区 スギ薬局 スギ薬局浜松飯田店 053-411-3555 静岡県浜松市南区飯田町 ６８１番地１

静岡県 浜松市南区 クリエイトＳ・Ｄ 浜松新橋店 053-444-5121 静岡県浜松市南区新橋町 １５１

静岡県 浜松市南区 ドラッグストアマツモトキヨシ 立野店 053-427-1910 静岡県浜松市南区立野町５４３

静岡県 浜松市南区 ドラッグストアマツモトキヨシ 新橋店 053-415-1900 静岡県浜松市南区新橋町 ６６２ー１

静岡県 浜松市南区 ウエルシア浜松参野町店 053-444-0889 静岡県浜松市南区参野町１５－１

静岡県 浜松市北区 杏林堂ドラッグストア 初生店 053-438-4911 静岡県浜松市北区初生町 １１５４ー３

静岡県 浜松市北区 杏林堂ドラッグストア 引佐店 053-542-3811 静岡県浜松市北区引佐町金指 １０９３ー３

静岡県 浜松市北区 ウエルシア浜松初生店 053-430-1789 静岡県浜松市北区初生町 １２５５ー２

静岡県 浜松市北区 ウエルシア 浜松三方原店 053-430-6116 静岡県浜松市北区三方原町 ３８７ー１

静岡県 浜松市浜北区 杏林堂ドラッグストア 浜北店 053-586-6055 静岡県浜松市浜北区本沢合 １２７ー１

静岡県 浜松市浜北区 杏林堂薬局 西鹿島駅前店 053-580-5211 静岡県浜松市浜北区上島 ２３４５ー５８５

静岡県 浜松市浜北区 カワチ薬品　浜北店 053-586-8831 静岡県浜松市浜北区染地台 ５丁目６ー２２

静岡県 浜松市浜北区 ココカラファイン 浜北中瀬店 053-580-0230 静岡県浜松市浜北区中瀬 １７９２ー１

静岡県 浜松市浜北区 杏林堂スーパードラッグストア 於呂店 053-580-5111 静岡県浜松市浜北区於呂３９６０

静岡県 浜松市浜北区 スギドラッグ 浜松横須賀店 053-424-6111 静岡県浜松市浜北区横須賀町 ２８７ー１

静岡県 沼津市 クリエイトＳ・Ｄ 沼津東椎路店 055-929-0581 静岡県沼津市東椎路１４７３－１

静岡県 沼津市
イトーヨーカ堂 沼津店コーセー化粧品売
場行

0559-24-2211 静岡県沼津市高島本町１ー５

静岡県 沼津市 ウエルシア沼津神田店 055-929-1189 静岡県沼津市神田町３ー２１

静岡県 沼津市 クリエイトＳ・Ｄ 沼津新沢田店 055-920-7000 静岡県沼津市新沢田町１６ー４８

静岡県 沼津市 ウエルシア沼津新沢田店 055-929-0889 静岡県沼津市新沢田町５ー４３



静岡県 沼津市 ウエルシア沼津静浦店 055-934-8080 静岡県沼津市馬込１番地１

静岡県 沼津市 ウエルシア沼津西沢田店 055-925-6111 静岡県沼津市西沢田字前田 ４５８ー１

静岡県 沼津市 スギドラッグ 沼津大岡店 0559-55-9738 静岡県沼津市大岡 ２４４６番地の１

静岡県 沼津市 ウエルシア沼津吉田店 055-934-7801 静岡県沼津市吉田町 １６番３３号

静岡県 沼津市 ウエルシア沼津アントレ店 055-954-3251 静岡県沼津市大手町１ー１ー１

静岡県 沼津市 ウエルシア沼津下香貫店 055-935-5463 静岡県沼津市下香貫藤井原 １６７９ー２

静岡県 沼津市 ウエルシア沼津北高島町店 055-920-8889 静岡県沼津市北高島町８ー６

静岡県 沼津市 クリエイトＳ・Ｄ沼津大岡店 055-929-1367 静岡県沼津市大岡２３８０ー１

静岡県 沼津市 クリエイトＳ・Ｄ 浜松葵東店 053-430-1661 静岡県浜松市中区葵東 ２－２－１５

静岡県 沼津市 ウエルシア原町店 0559-69-2688 静岡県沼津市青野３８ー１

静岡県 熱海市 ウエルシア ラスカ熱海店 0557-81-0089 静岡県熱海市田原本町 １１番１号

静岡県 熱海市 ラ・ボーテ・湘南ラスカ熱海店 0557-81-1118 静岡県熱海市田原本町１１ー１

静岡県 熱海市 ウエルシア熱海中央店 0557-86-5089 静岡県熱海市 中央町１９ー３９ マックスバリュー熱海店内

静岡県 三島市 イトーヨーカ堂 三島店 0559-81-6111 静岡県三島市中田町９ー３０

静岡県 三島市 ウエルシア三島谷田店 055-991-5089 静岡県三島市谷田 ２９ー１

静岡県 三島市 ウエルシア三島加茂川店 0559-83-2289 静岡県三島市若松町４３４９ー１

静岡県 三島市 ウエルシア三島松本店 055-984-4489 静岡県三島市松本２７３ー１

静岡県 三島市 クリエイトＳ・Ｄ 三島萩店 055-980-5311 静岡県三島市徳倉 ８７９－１

静岡県 富士宮市 イオン富士宮店 0544-25-5310 静岡県富士宮市浅間町１ー８

静岡県 富士宮市 ウエルシア富士宮西小泉店 0544-25-5589 静岡県富士宮市西小泉 １９ー２

静岡県 富士宮市 スギドラッグ 富士宮三園平店 0544-25-5020 静岡県富士宮市三園平 ６８７番地

静岡県 富士宮市 スギドラッグ 富士宮光町店 0544-21-3008 静岡県富士宮市光町 １５ー１６

静岡県 富士宮市 ウエルシア富士宮宮原店 0544-25-5590 静岡県富士宮市宮原３２１ー２

静岡県 富士宮市 ウエルシア富士宮粟倉店 0544-22-4678 静岡県　富士宮市　粟倉南町 １５９

静岡県 富士宮市 ウエルシア富士宮淀平店 0544-22-6230 静岡県富士宮市淀平町７２２

静岡県 富士宮市 ウエルシア富士宮城山店 0544-28-5089 静岡県富士宮市若の宮町１６番地

静岡県 富士宮市 ウエルシア富士宮万野原店 0544-21-0089 静岡県富士宮市万野原新田 ４１５３ー１

静岡県 富士宮市 ウエルシア富士厚原店 0545-73-0789 静岡県富士市厚原８２ー１

静岡県 富士宮市 ウエルシア富士宮淀師店 0544-28-0289 静岡県富士宮市淀師１２０ー１

静岡県 富士宮市 クリエイトＳ・Ｄ 富士宮大宮店 0544-28-2080 静岡県富士宮市大宮町１８ー２１

静岡県 富士宮市 ウエルシア阿幸地店 0544-28-6200 静岡県富士宮市東阿幸地 １３５

静岡県 富士宮市 ウエルシア田中町店 0544-25-5100 静岡県富士宮市田中町 ２９９－１

静岡県 伊東市 ＭＥＧＡドン・キホーテ 伊東店 0557-32-1111 静岡県伊東市湯川５４６ー１

静岡県 伊東市 ウエルシア伊東宝町店 0557-32-3089 静岡県伊東市宝町３ー２

静岡県 伊東市 ウエルシア伊東竹の内店 0557-32-5589 静岡県伊東市竹の内１丁目１４６ ー１

静岡県 島田市 ユニーアピタ島田店 0547-33-0811 静岡県島田市宝来町８ー２

静岡県 島田市 杏林堂薬局 島田稲荷店 0547-37-2911 静岡県島田市稲荷４ー１０ー１

静岡県 島田市 スギドラッグ 中河町店 0547-33-3301 静岡県島田市中河町２５２番地３

静岡県 島田市 ウエルシア御仮屋店 0547-33-1131 静岡県島田市御仮屋町９５３０

静岡県 島田市 スギドラッグ 島田三ツ合店 0547-32-9370 静岡県島田市三ツ合町 １１５２ー１

静岡県 島田市 クリエイトＳ・Ｄ 榛原金谷町店 0547-46-5222 静岡県島田市金谷河原３９１ー１

静岡県 島田市 ウエルシア井口店 0547-38-7818 静岡県島田市井口１１２１

静岡県 島田市 ウエルシア道悦店 0547-33-1828 静岡県島田市道悦１丁目 １３番２５号

静岡県 富士市 カワチ薬品　富士厚原店 0545-72-5655 静岡県富士市厚原１１０ー１

静岡県 富士市 ドラッグストアマツモトキヨシ 富士吉原店 0545-54-2900 静岡県富士市浅間本町１番４９号

静岡県 富士市 クリエイトＳ・Ｄ 富士入山瀬店 0545-73-0671 静岡県富士市入山瀬３ー９ー１３



静岡県 富士市 スギ薬局 スギドラッグ富士吉原店 0545-55-2007 静岡県富士市国久保 ２ー１ー１０

静岡県 富士市 ドラッグストアマツモトキヨシ 富士柚木店 0545-65-7100 静岡県富士市柚木６ー２

静岡県 富士市 クリエイトＳ・Ｄ富士水戸島店 0545-66-1221 静岡県富士市水戸島本町４ー３

静岡県 富士市 杏林堂スーパードラッグストア 富士松岡 0545-66-5511 静岡県富士市松岡 ５５８ー１

静岡県 富士市 杏林堂スーパードラッグストア 富士厚原 0545-73-1511 静岡県富士市厚原 １２４１

静岡県 富士市 ウエルシア富士木の宮店 0545-23-2232 静岡県富士市今泉 ３２２１他

静岡県 富士市 ウエルシア富士国久保店 0545-54-2860 静岡県富士市国久保１丁目 ５番２２号

静岡県 富士市 ウエルシア富士中央店 0545-64-8919 静岡県富士市青葉町３９２

静岡県 富士市 ウエルシア薬局富士五味島店 0545-60-5120 静岡県富士市五味島２３４ー１

静岡県 富士市 ウエルシア富士今泉店 0545-53-1515 静岡県富士市今泉 ３丁目５ー１

静岡県 富士市 ウエルシア富士川成島店 0545-65-7789 静岡県富士市川成新町６０

静岡県 富士市 ウエルシア富士石坂店 0545-54-3489 静岡県富士市伝法大石２０２８ー １

静岡県 富士市 ウエルシア富士水戸島店 0545-62-8655 静岡県　富士市　水戸島 字　松井　１１９－４

静岡県 富士市 ウエルシア富士青島店 0545-54-1989 静岡県富士市青島町２１８

静岡県 富士市 ウエルシア富士中里店 0545-39-1289 静岡県富士市中里７５ー２

静岡県 富士市 ウエルシア富士南店 0545-65-7889 静岡県富士市鮫島１１８ー１０

静岡県 富士市 クリエイトＳ・Ｄ 富士松岡店 0545-66-3860 静岡県富士市松岡３４８ー１

静岡県 富士市 ウエルシア広見店 0545-23-3511 静岡県富士市石坂４５９－１

静岡県 磐田市 ユニーアピタ　磐田店 0538-34-5511 静岡県磐田市今之浦 ３ー１ー１１

静岡県 磐田市 杏林堂薬局 豊田駅前店 0538-35-2411 静岡県磐田市立野３３ー３

静岡県 磐田市 杏林堂ドラッグストア 豊田小立野店 0538-33-1411 静岡県磐田市小立野２２０

静岡県 磐田市 杏林堂 上岡田店 0538-21-6211 静岡県磐田市中泉８０５

静岡県 磐田市 スギ薬局 磐田中泉店 0538-39-0033 静岡県磐田市中泉字団子塚 ２５００番１

静岡県 磐田市 スギ薬局 上岡田店 0538-39-1225 静岡県磐田市上岡田字村東 ８１７番地１ ピアゴ上岡田店内

静岡県 磐田市 薬マツモトキヨシ ららぽーと磐田店 0538-38-2741 静岡県磐田市高見丘１２００番 ららぽーと磐田１階１９１００

静岡県 磐田市 杏林堂スーパードラッグストア 西貝塚店 0538-21-3411 静岡県磐田市西貝塚３０２５ー１

静岡県 磐田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 磐田店 0538-39-1190 静岡県磐田市見付字今之浦 ５８８８番地２

静岡県 磐田市 ウエルシア磐田白羽店 0538-67-1198 静岡県磐田市白羽３７０番地１

静岡県 磐田市 クリエイトＳ・Ｄ 磐田今之浦店 0538-21-1770 静岡県磐田市今之浦４ー１ー２

静岡県 磐田市 ウエルシア岩井店 0538-39-1311 静岡県磐田市岩井 ２３３３－３

静岡県 焼津市 イオン焼津店 054-656-2300 静岡県焼津市祢宜島５５５番地

静岡県 焼津市 スギ薬局 大覚寺店 054-621-0035 静岡県焼津市大覚寺 ２ー２５ー７

静岡県 焼津市 スギ薬局 スギドラッグ焼津東小川店 054-620-7111 静岡県焼津市東小川 ３丁目２０番地の５

静岡県 焼津市 ウエルシア塩津店 054-621-4555 静岡県焼津市塩津６１番

静岡県 焼津市
杏林堂スーパードラッグストア 焼津与惣
次店

054-656-1711 静岡県焼津市与惣次１９７ー１

静岡県 焼津市 ウエルシア グランリバー焼津大井川店 054-664-0850 静岡県焼津市下江留 １４４４ー１

静岡県 焼津市 ウエルシア焼津下小田店 054-656-1760 静岡県焼津市下小田２１９街区３

静岡県 焼津市 ウエルシア焼津南店 054-623-8534 静岡県　焼津市与惣次　６４

静岡県 焼津市 ウエルシア八楠店 054-620-9388 静岡県焼津市八楠２丁目２９ー６

静岡県 焼津市 ウエルシア焼津駅店 054-620-0868 静岡県焼津市栄町１丁目１ー１

静岡県 焼津市 ウエルシア小柳津店 054-629-8814 静岡県焼津市小柳津２１８ー１

静岡県 焼津市 ウエルシア田尻北店 054-656-1188 静岡県焼津市田尻北２６１

静岡県 掛川市 杏林堂ドラッグストア 掛川下垂木店 0537-23-9611 静岡県掛川市下垂木２２４０ー９

静岡県 掛川市 杏林堂薬局 掛川葛ヶ丘店 0537-61-2511 静岡県掛川市葛ケ丘３ー３ー１



静岡県 掛川市
杏林堂スーパードラッグストア 掛川花鳥
園前店

0537-24-0111 静岡県掛川市南西郷４２４ー１

静岡県 掛川市 ウエルシア掛川店 0537-62-4882 静岡県掛川市上西郷５０８ー１

静岡県 藤枝市 サンドラッグ藤枝小石川店 054-647-5155 静岡県藤枝市小石川町 ４ー１７ー１０

静岡県 藤枝市 杏林堂スーパードラッグストア 藤枝清里 054-648-1911 静岡県藤枝市清里１丁目１ー１

静岡県 藤枝市 スギ薬局 藤枝水守店 054-647-5355 静岡県藤枝市八幡６２番地１

静岡県 藤枝市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 藤枝高柳店 054-634-1671 静岡県藤枝市高柳２丁目 ９番１０号

静岡県 藤枝市 ウエルシア藤枝岡部店 054-667-7088 静岡県藤枝市岡部町内谷 ８０３番１

静岡県 藤枝市 ウエルシア高洲店 054-634-1088 静岡県藤枝市高洲１丁目 １３番３４号

静岡県 藤枝市 ウエルシア青葉町店 054-637-3887 静岡県 藤枝市青葉町１－２－２５

静岡県 藤枝市 ウエルシア茶町店 054-647-3827 静岡県藤枝市茶町３－３－３８

静岡県 御殿場市 ドラッグストアマツモトキヨシ 御殿場新橋 0550-81-3333 静岡県御殿場市新橋９１０ー１

静岡県 御殿場市 ウエルシア 御殿場川島田店 0550-81-0250 静岡県御殿場市川島田４０５ー１

静岡県 御殿場市 ウエルシア 御殿場新橋店 0550-81-6040 静岡県御殿場市新橋 １９１７ー１

静岡県 御殿場市 ウエルシア御殿場ぐみ沢店 0550-84-8002 静岡県御殿場市ぐみ沢字 六角堂１３１７－１

静岡県 御殿場市 ウエルシア御殿場東店 0550-70-0789 静岡県御殿場市御殿場１６５ー２

静岡県 御殿場市 ウエルシア御殿場東田中店 0550-83-2477 静岡県御殿場市東田中２ー１４ー ３

静岡県 御殿場市 ウエルシア御殿場富士岡店 0550-86-0089 静岡県御殿場市大坂字高椚４８８

静岡県 御殿場市 ウエルシア二枚橋店 0550-82-7488 静岡県御殿場市二枚橋２５３ー３

静岡県 袋井市 イオン袋井店 0538-30-1111 静岡県袋井市上山梨字宮西１６７

静岡県 袋井市 杏林堂 袋井旭町店 0538-41-2711 静岡県袋井市旭町２ー１ー１

静岡県 袋井市 ＭＥＧＡドン・キホーテ 袋井店 0538-41-3511 静岡県袋井市川井 １４１３ー１

静岡県 袋井市 スギドラッグ 袋井堀越店 0538-86-5111 静岡県袋井市堀越 三丁目１０番１

静岡県 袋井市
杏林堂スーパードラッグストア 袋井下山
梨店

0538-49-5011 静岡県袋井市下山梨１９５２ー４

静岡県 袋井市 スギドラッグ 袋井川井店 0538-30-6007 静岡県袋井市川井 １０２１番地の１

静岡県 袋井市 ウエルシア袋井月見の里店 0538-48-5170 静岡県袋井市上山梨 ５番地１

静岡県 袋井市 クリエイトＳ・Ｄ 袋井久能店 0538-41-1120 静岡県袋井市久能 ２５５５－１

静岡県 下田市 ウエルシア下田吉佐美店 0558-25-2589 静岡県下田市吉佐美字石田 １４６１ー１

静岡県 裾野市 ウエルシア裾野南店 055-995-1589 静岡県裾野市伊豆島田２５０１

静岡県 裾野市 クリエイトＳ・Ｄ 裾野滝頭店 055-995-1500 静岡県裾野市茶畑６９２

静岡県 裾野市 ウエルシア裾野深良店 055-955-1789 静岡県裾野市深良８０１ー１

静岡県 湖西市 杏林堂スーパードラッグストア 新新居店 053-595-3411 静岡県湖西市新居町中之郷 ２６５４ー１

静岡県 湖西市 ウエルシア　新居店 053-595-0611 静岡県湖西市新居町新居字向島 ３３８０番７０

静岡県 湖西市 杏林堂スーパードラッグストア 鷲津店 053-574-0011 静岡県湖西市鷲津１０９５

静岡県 伊豆市 クリエイトＳ・Ｄ 中伊豆店 0558-75-7021 静岡県伊豆市八幡 ２５４ー１

静岡県 御前崎市 杏林堂薬局 浜岡店 0537-85-8111 静岡県御前崎市池新田 ４３５９ー１

静岡県 菊川市 杏林堂薬局 菊川店 0537-37-0011 静岡県菊川市本所字万田 １３１８ー１

静岡県 菊川市 ウエルシア菊川赤土店 0537-63-1377 静岡県菊川市赤土１０８８

静岡県 菊川市 ドラッグストアマツモトキヨシ 菊川店 0537-37-1900 静岡県菊川市堀之内 ５８０番地１号

静岡県 菊川市 ウエルシア菊川加茂店 0537-36-3848 静岡県菊川市加茂２５５５

静岡県 菊川市 ウエルシア菊川南店 0537-36-6861 静岡県菊川市土橋３４２ しずてつストアー菊川南店内

静岡県 伊豆の国市 ウエルシア伊豆長岡駅前店 055-940-0089 静岡県伊豆の国市南條 ４５３ー１７

静岡県 伊豆の国市 ウエルシア伊豆長岡店 055-947-6860 静岡県伊豆の国市古奈 ４１３

静岡県 伊豆の国市 ウエルシア伊豆の国大仁店 0558-75-5005 静岡県伊豆の国市神島４８ー２

静岡県 伊豆の国市 ココカラファイン 伊豆長岡店 055-947-5110 静岡県伊豆の国市長岡１７６ー１



静岡県 伊豆の国市 ココカラファイン 田京店 0558-75-0751 静岡県伊豆の国市白山堂５４１

静岡県 牧之原市 ウエルシア牧之原相良店 0548-52-4884 静岡県牧之原市大沢６７２ー１

静岡県 賀茂郡西伊豆町 ウエルシア西伊豆仁科店 0558-52-5010 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科 ３２０

静岡県 田方郡函南町 ウエルシアルピア函南店 055-970-2489 静岡県田方郡函南町仁田 ７４－１　ルピア内

静岡県 駿東郡清水町 薬マツモトキヨシ 三島ニトリ店 055-972-2633 静岡県駿東郡清水町玉川 １５７ー１

静岡県 駿東郡清水町 ウエルシア清水町新宿店 055-991-5140 静岡県駿東郡清水町新宿 ２２１ー１

静岡県 駿東郡長泉町 ウエルシア長泉中土狩店 055-980-6889 静岡県駿東郡長泉町中土狩 ３４８ー１

静岡県 駿東郡長泉町 クリエイトＳ・Ｄ 長泉竹原店 055-991-5560 静岡県駿東郡長泉町竹原 ３４７－１

静岡県 駿東郡長泉町 ウエルシア桜堤店 055-980-5788 静岡県駿東郡長泉町桜堤２丁目６ ー１

静岡県 駿東郡長泉町 ウエルシア納米里店 055-980-5711 静岡県駿東郡長泉町納米里 ７３－１５

静岡県 榛原郡吉田町 カワチ薬品　吉田店 0548-33-3890 静岡県榛原郡吉田町住吉 １２９５－１

静岡県 榛原郡吉田町 ウエルシア吉田片岡店 0548-34-0388 静岡県榛原郡吉田町片岡１９３７ ー１

静岡県 周智郡森町 ココカラファイン 遠州森町店 0538-84-0861 静岡県周智郡森町森 １６７２ー１

静岡県 周智郡森町 ウエルシア森町店 0538-85-9988 静岡県周智郡森町森１５３１ー１

愛知県 名古屋市千種区 ＭＥＧＡドン・キホーテ 千種香流店 052-769-1411 愛知県名古屋市千種区新西 １ー２０１

愛知県 名古屋市千種区 アピタ　千代田橋店 １Ｆ　化粧品コーナー 052-722-2811 愛知県名古屋市千種区千代田橋 ２丁目１番１号

愛知県 名古屋市千種区 スギ薬局 スギ薬局今池店 052-745-7651 愛知県名古屋市千種区今池 １丁目１１番５号

愛知県 名古屋市千種区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 光が丘薬局 052-712-7221 愛知県名古屋市千種区光が丘 ２ー１５０３

愛知県 名古屋市千種区 スギ薬局 谷口店 052-719-2431 愛知県名古屋市千種区谷口町 ５番２４号

愛知県 名古屋市千種区 ドラッグユタカ　池下店 052-761-2265 愛知県名古屋市千種区覚王山通 ７丁目１１番地

愛知県 名古屋市千種区 Ｖ・ｄｒｕｇ 覚王山法王町店 052-757-5760 愛知県名古屋市千種区法王町 ２丁目５番１２号

愛知県 名古屋市千種区 スギ薬局 今池東店 052-745-6222 愛知県名古屋市千種区今池 ５丁目８番２０号

愛知県 名古屋市東区 パルファン ナゴヤドーム前店 052-719-7608 愛知県名古屋市東区矢田南 ４ー１０２ー３

愛知県 名古屋市東区 スギ薬局 清水口店 052-959-4761 愛知県名古屋市東区白壁 ２丁目５ー１６

愛知県 名古屋市東区 ウエルシア薬局　徳川明倫店 052-937-1008 愛知県名古屋市東区明倫町 ２ー１４

愛知県 名古屋市東区 スギ薬局 スギ薬局砂田橋店 052-719-3180 愛知県名古屋市東区砂田橋 ５丁目３ー１４

愛知県 名古屋市東区 スギ薬局 スギ薬局ＭＥＴＳ大曽根店 052-719-5851 愛知県名古屋市東区矢田２丁目 １番９５号 ＭＥＴＳ大曽根２階１号

愛知県 名古屋市東区 サンドラッグ砂田橋店 052-725-7665 愛知県名古屋市東区砂田橋 １ー１ー１０

愛知県 名古屋市東区 ウエルシア　イオンモール ナゴヤドーム 052-725-3089
愛知県名古屋市東区矢田南 ４ー１０２ー３　イオンモール ナゴヤドーム前ＳＣ１
Ｆ

愛知県 名古屋市東区 薬マツモトキヨシ オアシス２１店 052-950-2125 愛知県名古屋市東区東桜 １丁目１１番１号

愛知県 名古屋市東区 ウエルシア名古屋代官町店 052-930-5280 愛知県名古屋市東区代官町 ３８ー２６

愛知県 名古屋市北区 サンドラッグ如意店 052-909-6531 愛知県名古屋市北区如意 ３ー５ー１

愛知県 名古屋市北区 ユニーアピタ　名古屋北店 052-917-8111 愛知県名古屋市北区辻町９ー１

愛知県 名古屋市北区 スギ薬局 城北店 052-981-7728 愛知県名古屋市北区金田町 ３ー２２

愛知県 名古屋市北区 中部薬品 光音寺店 052-919-2251 愛知県名古屋市北区水草町 １ー４７ー１

愛知県 名古屋市北区 スギ薬局 上飯田店 052-919-7340 愛知県名古屋市北区上飯田南町 ５ー１３３

愛知県 名古屋市北区
Ｂ＆Ｄドラッグストア志賀公園店 【支店番
号：００２７】

052-910-1793 愛知県名古屋市北区平手町 １丁目１３番地

愛知県 名古屋市北区 ドラッグユタカ　大曽根駅店 052-916-5570 愛知県名古屋市北区大曽根 ３丁目１２番３２号

愛知県 名古屋市北区 ドン・キホーテ ドン・キホーテ名古屋本店 052-909-6511 愛知県名古屋市北区玄馬町 ２３４ー１

愛知県 名古屋市北区 スギ薬局 スギ薬局大我麻店 052-909-5150 愛知県名古屋市北区会所町 ２２４番地

愛知県 名古屋市北区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 中切店 052-919-7330 愛知県名古屋市北区中切町 ６丁目８番

愛知県 名古屋市北区 スギドラッグ 大曽根店 052-325-5831 愛知県名古屋市北区大曽根 １丁目２２３７ー１

愛知県 名古屋市北区 ドラッグスギヤマ 杉栄店 052-917-1151 愛知県名古屋市北区杉栄町 ２丁目３８番地

愛知県 名古屋市西区 名古屋ワンダーシティビブレジーン 052-505-0015
愛知県名古屋市西区二方町４０番 ２２６ｍｏｚｏワンダーシティ内 ２Ｆアンジュ
ドゥブランシュ



愛知県 名古屋市西区 ココカラファイン 城西店 052-506-9622 愛知県名古屋市西区城西町 ５１番地

愛知県 名古屋市西区 イオンスタイル　ワンダーシティ 052-506-5600 愛知県名古屋市西区二方町４０

愛知県 名古屋市西区 Ｂ＆Ｄ　中小田井店 【支店番号：０００７】 052-504-4193 愛知県名古屋市西区中小田井 ２ー１４０

愛知県 名古屋市西区 スギ薬局 スギ薬局浄心店 052-528-3361 愛知県名古屋市西区上名古屋 ３丁目２４番１３号

愛知県 名古屋市西区
Ｂ＆Ｄドラッグストア上小田井店 【支店番
号：００２０】

052-509-6293 愛知県名古屋市西区南川町 ２８８番１

愛知県 名古屋市西区 ドラッグユタカ　押切店 052-532-6636 愛知県名古屋市西区浅間 ２丁目５ー１１

愛知県 名古屋市西区 ココカラファイン 比良店 052-506-9120 愛知県名古屋市西区比良 ２丁目３番地

愛知県 名古屋市西区 ウエルシア　イオンタウン名西店 052-524-1689 愛知県名古屋市西区香呑町 ６ー４９ー１

愛知県 名古屋市中村区 アマノ コスメティックアマノメイチカ店 052-561-4959 愛知県名古屋市中村区名駅 ３ー１４ー１５メイチカ地下街

愛知県 名古屋市中村区 アマノ ａｍａｎｏゲートウォーク店 052-583-0663 愛知県名古屋市中村区名駅 １丁目１番２号先 ゲートウォーク内

愛知県 名古屋市中村区 アマノ アマノドラッグＪＲ名駅中央店 052-589-1855 愛知県名古屋市中村区名駅 一丁目１番４号ＪＲ名古屋駅構内

愛知県 名古屋市中村区 ＢＡＳＥ近鉄パッセ店 052-561-7513 愛知県名古屋市中村区名駅 １ー２ー２７Ｆ

愛知県 名古屋市中村区
＠ｃｏｓｍｅ　ｓｔｏｒｅ　名古屋 タカシマヤ
ゲートタワーモール店

052-433-2253 愛知県名古屋市中村区名駅 １ー１ー３　タカシマヤ ゲートタワーモール５階

愛知県 名古屋市中村区 ココカラファイン 高道店 052-486-3760 愛知県名古屋市中村区高道町 ５丁目６８番

愛知県 名古屋市中村区 スギ薬局 スギ薬局向島店 052-419-1560 愛知県名古屋市中村区向島町 １丁目３５番地

愛知県 名古屋市中村区 スギ薬局 スギ薬局大門店 052-485-3540 愛知県名古屋市中村区日吉町 １５番地

愛知県 名古屋市中村区
Ｂ＆Ｄドラッグストア八田店 【支店番号：０
０２４】

052-411-1193 愛知県名古屋市中村区岩塚町 字西枝１ー１

愛知県 名古屋市中村区 スギドラッグ 岩塚店 052-486-6008 愛知県名古屋市中村区烏森町 ５ー７１ー１

愛知県 名古屋市中村区 スギドラッグ 草薙店 052-419-1381 愛知県名古屋市中村区草薙町 ２丁目９０

愛知県 名古屋市中村区 Ｂ＆Ｄドラッグストア則武店 052-756-3331 愛知県名古屋市中村区松原町 ２丁目６１番地

愛知県 名古屋市中村区 ドラッグストアマツモトキヨシ 上石川店 052-419-1117 愛知県名古屋市中村区上石川町 ３ー２０

愛知県 名古屋市中村区 ビックカメラ名古屋駅西店 052-459-1111 愛知県名古屋市中村区椿町 ６ー９

愛知県 名古屋市中村区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 日比津店 052-486-2600 愛知県名古屋市中村区猪之越町 ２丁目７番３号

愛知県 名古屋市中村区 スギ薬局 本陣店 052-462-8645 愛知県名古屋市中村区鳥居通 二丁目２８番地

愛知県 名古屋市中村区 ウエルシア薬局　名古屋太閤店 052-459-3389 愛知県名古屋市中村区太閤 １ー１９ー４２

愛知県 名古屋市中村区 スギドラッグ 名駅桜通店 052-433-1095 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目 ２２番８号　大東海ビル１階

愛知県 名古屋市中村区 スギドラッグ 栄生店 052-485-4511 愛知県名古屋市中村区大日町 １０４番地

愛知県 名古屋市中村区 ビックカメラ 名古屋ＪＲゲートタワー店 052-569-1111 愛知県名古屋市中村区名駅 １丁目１番３号９階

愛知県 名古屋市中村区
ビー・アンド・ディードラッグストア ささしま
グローバルゲート店

052-414-4493 愛知県名古屋市中村区平池町 ４ー６０ー１２ ささしまグローバルゲート１階

愛知県 名古屋市中区 スギヤマ薬品 ビュ―テラスラリック 052-962-0375 愛知県名古屋市中区栄 ３ー５ー１２

愛知県 名古屋市中区 アマノ コスメティックアマノパルコ店 052-249-3552 愛知県名古屋市中区栄３丁目 ３１ー１０名古屋パルコ東館Ｂ１

愛知県 名古屋市中区 ＢＡＳＥ大須店 052-238-0910 愛知県名古屋市中区大須 ３ー３７ー１

愛知県 名古屋市中区 アマノ アマノドラッグサカエチカ店 052-971-6586 愛知県名古屋市中区栄三丁目 ４番６号先サカエチカセンター

愛知県 名古屋市中区 フィットハウス千種店 052-269-3686 愛知県名古屋市中区新栄 ３丁目２０番２４号

愛知県 名古屋市中区 アマノ ａｍａｎｏ栄町ビル店 052-228-8172 愛知県名古屋市中区錦３丁目 ２３ー３１　栄町ビル１Ｆ

愛知県 名古屋市中区 アマノ アマノサカエ中店 052-950-5572 愛知県名古屋市中区栄 ３丁目５番１２号先　栄地下街

愛知県 名古屋市中区 イオン金山店 052-856-4147 愛知県名古屋市中区金山 １ー１１０７

愛知県 名古屋市中区
ヨドバシカメラ マルチメディア名古屋松坂
屋店

052-265-0055 愛知県名古屋市中区栄 ３丁目１６番１号

愛知県 名古屋市中区 コクミン コクミンセントラルパーク店 052-951-0010 愛知県名古屋市中区錦 ３丁目１５番１３号先 セントラルパーク内

愛知県 名古屋市中区 スギ薬局 スギ薬局金山駅前店 052-324-6630 愛知県名古屋市中区金山 １ー１２ー１４

愛知県 名古屋市中区 スギ薬局 スギ薬局伏見店 052-220-1700 愛知県名古屋市中区錦 ２ー１９ー２５



愛知県 名古屋市中区 スギ薬局 スギ薬局上前津店 052-350-3025 愛知県名古屋市中区富士見町 ３ー２６

愛知県 名古屋市中区 スギ薬局 スギ薬局正木店 052-324-6400 愛知県名古屋市中区正木 １丁目２番３３号

愛知県 名古屋市中区 スギ薬局東新町店 052-249-3511 愛知県名古屋市中区栄 ４丁目６番１５号

愛知県 名古屋市中区 アインズ＆トルペ 広小路プレイス店 052-249-8881 愛知県名古屋市中区栄４丁目 ２ー２９広小路プレイス１Ｆ

愛知県 名古屋市中区 ドラッグユタカ広小路伏見店 052-218-2068 愛知県名古屋市中区栄２丁目 ２番１号　中駒ビル１Ｆ

愛知県 名古屋市中区 スギ薬局 金山北店 052-339-5061 愛知県名古屋市中区金山 ２ー３ー２

愛知県 名古屋市中区 薬マツモトキヨシ 広小路伏見店 052-209-9277 愛知県名古屋市中区錦 １丁目１９番３２号

愛知県 名古屋市中区 薬マツモトキヨシ 栄スカイル店 052-249-8160 愛知県名古屋市中区栄 ３丁目４番５号 栄スカイルＢ２Ｆ

愛知県 名古屋市中区 薬マツモトキヨシ 広小路伏見Ｐａｒｔ２店 052-209-6603 愛知県名古屋市中区栄 １丁目５番５号

愛知県 名古屋市中区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 新栄店 052-249-3600 愛知県名古屋市中区新栄 ２丁目７ー７

愛知県 名古屋市中区 ラオックス 名古屋丸栄店 052-249-5466 愛知県名古屋市中区栄 ３丁目３番１号 丸栄百貨店１Ｆ・７Ｆ

愛知県 名古屋市中区 ツルハドラッグ 名古屋栄３丁目店 052-238-1268 愛知県名古屋市中区栄 ３丁目８番２０号 名古屋証券取引所ビル

愛知県 名古屋市中区 ウエルシア名古屋栄久屋大通店 052-238-0802 愛知県名古屋市中区栄 三丁目１５番地８号 服部名古屋栄ビル１Ｆ

愛知県 名古屋市中区 スギドラッグ 伏見三蔵店 052-212-8783 愛知県名古屋市中区栄二丁目 ９番２６号 ポーラ名古屋ビル１階

愛知県 名古屋市中区 薬マツモトキヨシ テラッセ納屋橋店 052-218-3051 愛知県名古屋市中区栄１丁目 ２番４９号 テラッセ納屋橋Ｂ棟２Ｆ２０１

愛知県 名古屋市昭和区 スギ薬局 桜山店 052-859-1521 愛知県名古屋市昭和区桜山町 ６丁目１０４ー２５

愛知県 名古屋市昭和区 イオン八事店 052-836-6916 愛知県名古屋市昭和区広路町 字石坂２ー１ １Ｆコーセー化粧品コーナー

愛知県 名古屋市昭和区 スギ薬局 スギ薬局御器所店 052-859-3270 愛知県名古屋市昭和区阿由知通 ４丁目１５

愛知県 名古屋市昭和区 スギ薬局 スギ薬局御器所西店 052-858-3166 愛知県名古屋市昭和区恵方町 １丁目３０ー１

愛知県 名古屋市瑞穂区 スギ薬局 牛巻店 052-889-4720 愛知県名古屋市瑞穂区新開町 １６ー３８

愛知県 名古屋市瑞穂区 中部薬品　瑞穂店 052-889-6283 愛知県名古屋市瑞穂区豆田町 ５丁目２

愛知県 名古屋市瑞穂区 スギ薬局 スギ薬局弥富通店 052-861-5325 愛知県名古屋市瑞穂区弥富通 ３丁目２９番地

愛知県 名古屋市瑞穂区 スギ薬局 瑞穂通店 052-859-3291 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通 ４丁目１５番地

愛知県 名古屋市瑞穂区 サンドラッグ下坂店 052-889-6271 愛知県名古屋市瑞穂区下坂町 ３丁目４０番地

愛知県 名古屋市瑞穂区 スギ薬局 新瑞橋店 052-859-2511 愛知県名古屋市瑞穂区洲山町 ２ー３２

愛知県 名古屋市瑞穂区 ドラッグスギヤマ 豊岡通店 052-859-2111 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通 １丁目２４番の２

愛知県 名古屋市瑞穂区 スギドラッグ 汐路店 052-680-9801 愛知県名古屋市瑞穂区汐路町 四丁目１番地１

愛知県 名古屋市熱田区 薬マツモトキヨシ パレマルシェ神宮店 052-681-5521 愛知県名古屋市熱田区神宮 ３ー６ー３４

愛知県 名古屋市熱田区 イオン熱田店 052-872-0300 愛知県名古屋市熱田区六野 １丁目２番１１号

愛知県 名古屋市熱田区 スギ薬局 スギ薬局南一番店 052-655-8033 愛知県名古屋市熱田区南一番町 ８番１８号

愛知県 名古屋市熱田区 スギ薬局 日比野店 052-678-3200 愛知県名古屋市熱田区中出町 １丁目３０ー５

愛知県 名古屋市中川区 スギ薬局 スギ薬局打中店 052-365-5166 愛知県名古屋市中川区打中 ２ー１７７

愛知県 名古屋市中川区 ココカラファイン 大当郎店 052-301-0678 愛知県名古屋市中川区大当郎 ２ー８０２ー１

愛知県 名古屋市中川区
Ｂ＆Ｄドラッグストア富田店 【支店番号：０
０２２】

052-439-5093 愛知県名古屋市中川区長須賀 ２丁目７０８番地

愛知県 名古屋市中川区 スギドラッグ戸田店 052-309-1505 愛知県名古屋市中川区戸田西 ３丁目５０５

愛知県 名古屋市中川区
Ｂ＆Ｄドラッグストアアルテ太平通店 【支
店番号：００２１】

052-365-8693 愛知県名古屋市中川区八家町 ３ー２８

愛知県 名古屋市中川区 スギ薬局 高畑店 052-365-5731 愛知県名古屋市中川区高畑 ２ー２２

愛知県 名古屋市中川区 スギ薬局 大須店 052-238-0391 愛知県名古屋市中区大須 三丁目３３番８号

愛知県 名古屋市中川区 スギ薬局 新中島店 052-365-5231 愛知県名古屋市中川区中島新町 ２丁目２０２番地 新中島フランテ館１階

愛知県 名古屋市中川区 スギ薬局 スギ薬局野立橋店 052-364-5751 愛知県名古屋市中川区清川町 四丁目１番地１８

愛知県 名古屋市中川区 サンドラッグ篠原橋東店 052-369-1036 愛知県名古屋市中川区清川町 ２丁目１

愛知県 名古屋市中川区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 中川富田店 052-309-3955 愛知県名古屋市中川区供米田 １丁目１１１番地

愛知県 名古屋市中川区 ウエルシア　名古屋小塚店 052-369-2689 愛知県名古屋市中川区小塚町 ６２ー１

愛知県 名古屋市中川区 スギドラッグ 長良町店 052-364-7651 愛知県名古屋市中川区長良町 ２丁目１０５ アラカワビル１階



愛知県 名古屋市中川区 スギドラッグ スマイルプラザ店 052-446-7161 愛知県名古屋市中川区長須賀 三丁目３０６番地 フィールスマイルプラザ１階

愛知県 名古屋市中川区 スギドラッグ 中川一色新町店 052-387-5061 愛知県名古屋市中川区一色新町 三丁目１４０１番地

愛知県 名古屋市中川区 スギドラッグ 千音寺店 052-446-6675 愛知県名古屋市中川区新家 三丁目１３０４番地

愛知県 名古屋市中川区 ツルハドラッグ 尾頭橋店 052-324-8268 愛知県名古屋市中川区尾頭橋 ３ー４ー１９

愛知県 名古屋市港区 アマノ ａｍａｎｏイオン名古屋茶屋店 052-364-7532 愛知県名古屋市港区西茶屋 ２丁目１１番

愛知県 名古屋市港区 イオン名古屋みなと店 052-659-2511 愛知県名古屋市港区品川町 ２ー１ー６

愛知県 名古屋市港区 イオン南陽店 052-303-8200 愛知県名古屋市港区春田野 １ー３３０

愛知県 名古屋市港区 イオン名古屋茶屋店 052-309-6450 愛知県名古屋市港区西茶屋 ２丁目１１

愛知県 名古屋市港区 ユニーアピタ港店 052-384-1111 愛知県名古屋市港区当知 ２丁目１５０１番地

愛知県 名古屋市港区 スギ薬局 砂美店 052-659-5300 愛知県名古屋市港区砂美町２６

愛知県 名古屋市港区 ドラッグストアレモン　木場店 052-694-5221 愛知県名古屋市港区木場町 ２ー３８

愛知県 名古屋市港区 スギ薬局 スギ薬局木場店 052-698-4366 愛知県名古屋市港区木場町 ２番地２２

愛知県 名古屋市港区 スギ薬局 スギ薬局宝神店 052-389-5851 愛知県名古屋市港区宝神 ４丁目１０７

愛知県 名古屋市港区 スギ薬局正保店 052-389-2265 愛知県名古屋市港区正保町６ー２

愛知県 名古屋市港区 Ｖ・ｄｒｕｇ 南陽店 052-309-5090 愛知県名古屋市港区知多 ３ー３１０

愛知県 名古屋市港区 スギ薬局 みなと七番町店 052-665-3577 愛知県名古屋市港区七番町１ー２

愛知県 名古屋市港区 スギ薬局 スギ薬局油屋店 052-389-2511 愛知県名古屋市港区油屋町 １丁目２２番地１

愛知県 名古屋市港区 スギ薬局 東海橋店 052-398-5021 愛知県名古屋市港区新川町三丁目 地先

愛知県 名古屋市港区 ビー・アンド・ディードラッグストア 港明店 052-355-6633 愛知県名古屋市港区港明 １丁目１１０１ー７

愛知県 名古屋市港区 ドラッグストアマツモトキヨシ 名古屋木場 052-698-7656 愛知県名古屋市港区木場町 ８番９２号

愛知県 名古屋市南区 ＭＥＧＡドン・キホーテ 名四丹後通り店 052-619-4011 愛知県名古屋市南区丹後通 ５丁目２５ー１

愛知県 名古屋市南区
ユニーアピタ名古屋南店 ２Ｆ　化粧品コー
ナー

052-694-6111 愛知県名古屋市南区豊田 ４丁目９ー４７号

愛知県 名古屋市南区 イオン新瑞橋店 052-857-3100 愛知県名古屋市南区菊住 １丁目７ー１０

愛知県 名古屋市南区 Ｖｄｒｕｇ 柴田店 052-618-2550 愛知県名古屋市南区鶴見通 ２丁目１番２

愛知県 名古屋市南区 ジップドラッグ 呼続店 052-819-4808 愛知県名古屋市南区呼続 １丁目１８１０番

愛知県 名古屋市南区 スギ薬局 笠寺店 052-829-2061 愛知県名古屋市南区柵下町 三丁目３ー２

愛知県 名古屋市南区 ココカラファイン イオンモール新瑞橋店 052-829-3229 愛知県名古屋市南区菊住 １ー７ー１０ー１０８ イオンモール新瑞橋

愛知県 名古屋市南区 スギ薬局 スギ薬局北内店 052-819-5300 愛知県名古屋市南区北内町 ２ー１９ー１

愛知県 名古屋市南区 スギ薬局 スギ薬局内田橋店 052-698-2061 愛知県名古屋市南区内田橋 一丁目１番１３号

愛知県 名古屋市南区 スギドラッグ 笠寺南店 052-825-3561 愛知県名古屋市南区粕畠町 三丁目１４番地

愛知県 名古屋市守山区 イオン守山店 052-739-0111 愛知県名古屋市守山区笹ヶ根 ３丁目１２２８番地

愛知県 名古屋市守山区 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ千代田店 052-792-8868 愛知県名古屋市守山区小幡南 ３丁目１番４１号

愛知県 名古屋市守山区 中部薬品吉根店 052-739-0950 愛知県名古屋市守山区笹ヶ根 １ー１５１０

愛知県 名古屋市守山区 スギ薬局 スギ薬局小幡店 052-797-3416 愛知県名古屋市守山区小幡中 １丁目１番地２１号

愛知県 名古屋市守山区 中部薬品守山小幡店 052-758-1921 愛知県名古屋市守山区小幡常燈 ２１０７

愛知県 名古屋市守山区 Ｖ・ｄｒｕｇ 守山大永寺店 052-795-3681 愛知県名古屋市守山区村合町 ２２２

愛知県 名古屋市守山区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 志段味店 052-739-3855 愛知県名古屋市守山区上志段味 土地区画整理地内８３街区

愛知県 名古屋市守山区 スギ薬局 スギドラッグ守山吉根店 052-739-1811 愛知県名古屋市守山区深沢 １ー２６０３

愛知県 名古屋市守山区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 新守山店 052-758-6900 愛知県名古屋市守山区金屋 １丁目９０３番

愛知県 名古屋市守山区 ドラッグセイムス　守山新城店 052-778-9581 愛知県名古屋市守山区新城 ２２ー１６

愛知県 名古屋市守山区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 志段味西店 052-739-2055 愛知県名古屋市守山区 志段味西ノ原８４８番地

愛知県 名古屋市守山区 スギドラッグ 守山幸心店 052-726-6731 愛知県名古屋市守山区幸心 三丁目１４０４番地

愛知県 名古屋市守山区 ドラッグユタカ新守山店 052-758-6360 愛知県名古屋市守山区新守山 ２８３０

愛知県 名古屋市守山区 クリエイトＳ・Ｄ 瀬古東店 052-758-5136 愛知県名古屋市守山区瀬古東 ３ー１１６１

愛知県 名古屋市緑区 ドン・キホーテ 緑店 052-877-2111 愛知県名古屋市緑区鳥澄 １丁目４０１番地



愛知県 名古屋市緑区 ドラッグセイムス大高店 052-623-3859 愛知県名古屋市緑区大高町 字鶴田１６５番地

愛知県 名古屋市緑区 ユニーアピタ　鳴海店 １Ｆ　化粧品コー 052-892-2411 愛知県名古屋市緑区鳴海町 字伝冶山３番地９ １Ｆ化粧品コーナー

愛知県 名古屋市緑区 イオン大高店 052-626-2600 愛知県名古屋市緑区大高町奥平子 １番地１

愛知県 名古屋市緑区 スギ薬局 スギドラッグ白土店 052-879-3725 愛知県名古屋市緑区藤塚二丁目 １２１５番地

愛知県 名古屋市緑区 スギ薬局 スギ薬局清水山店 052-626-1261 愛知県名古屋市緑区有松町桶狭間 神明３９０１番地

愛知県 名古屋市緑区 スギ薬局 スギ薬局鳴海店 052-879-5594 愛知県名古屋市緑区鴻仏目 ２丁目１１０番地

愛知県 名古屋市緑区 ドラッグユタカ　桶狭間店 052-622-3370 愛知県名古屋市緑区有松町桶狭間 字郷前９ー１

愛知県 名古屋市緑区 スギ薬局徳重店 052-879-6410 愛知県名古屋市緑区鶴が沢 １丁目２３０４番地

愛知県 名古屋市緑区 スギ薬局浦里店 052-629-7677 愛知県名古屋市緑区浦里 ５丁目１５３

愛知県 名古屋市緑区 スギ薬局 姥子山店 052-629-3297 愛知県名古屋市緑区鳴海町姥子山 ２丁目６０１番

愛知県 名古屋市緑区 サンドラッグ滝ノ水店 052-899-3733 愛知県名古屋市緑区上旭 １丁目１６１５

愛知県 名古屋市緑区 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ黒沢台店 052-879-5211 愛知県名古屋市緑区黒沢台 ４丁目１０６番地

愛知県 名古屋市緑区 スギ薬局 大高南店 052-626-3233 愛知県名古屋市緑区南大高 一丁目１０８番地

愛知県 名古屋市緑区 サンドラッグ鹿山店 052-899-3385 愛知県名古屋市緑区鹿山 ２ー１５ー１

愛知県 名古屋市緑区 薬マツモトキヨシ ヒルズウォーク徳重店 052-879-6880 愛知県名古屋市緑区鳴海町字徳重 １８ー４４

愛知県 名古屋市緑区 スギ薬局 スギ薬局相川店 052-879-2025 愛知県名古屋市緑区相川 ３丁目２５０

愛知県 名古屋市緑区 薬マツモトキヨシ なるぱーく店 052-899-7399 愛知県名古屋市緑区浦里 ３丁目２３２

愛知県 名古屋市緑区 スギ薬局 六田店 052-629-5351 愛知県名古屋市緑区六田一丁目 １７５番地

愛知県 名古屋市緑区 ビー・アンド・ディードラッグストア 滝の水 052-880-9983 愛知県名古屋市緑区滝ノ水 １丁目４０１

愛知県 名古屋市緑区 ウエルシア名古屋左京山店 052-629-5107 愛知県名古屋市緑区四本木 ５３０

愛知県 名古屋市緑区 スギドラッグ平手店 052-715-8510 愛知県名古屋市緑区平手南 ２丁目１３４

愛知県 名古屋市名東区 ドラッグスギヤマ 名東本通店 052-709-2201 愛知県名古屋市名東区名東本通 ４丁目２５番

愛知県 名古屋市名東区 スギ薬局 高針店 052-704-0822 愛知県名古屋市名東区牧の里 １ー５０１

愛知県 名古屋市名東区 スギドラッグ 猪高台店 052-775-6366 愛知県名古屋市名東区猪高台 １ー１０１９

愛知県 名古屋市名東区 スギ薬局 極楽店 052-709-5201 愛知県名古屋市名東区極楽 ２丁目１２２ー１

愛知県 名古屋市名東区 ビーアンドデイ　一社店 【支店番号：００１ 052-776-0333 愛知県名古屋市名東区高社 一丁目２６６番地

愛知県 名古屋市名東区 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ香久山店 052-705-8521 愛知県名古屋市名東区梅森坂 ３丁目２１０８番地

愛知県 名古屋市名東区
Ｂ＆Ｄドラッグストア猪高店 【支店番号：０
０１６】

052-760-4193 愛知県名古屋市名東区八前 ２丁目９０５番地

愛知県 名古屋市名東区 スギドラッグ 富が丘店 052-760-6401 愛知県名古屋市名東区富が丘 １１番地

愛知県 名古屋市名東区 スギ薬局 スギ薬局香流店 052-760-1180 愛知県名古屋市名東区香流 ２丁目１００８番地

愛知県 名古屋市名東区
ビー・アンド・ディードラッグストア 藤が丘
南店

052-710-5233 愛知県名古屋市名東区照が丘 １８５番地

愛知県 名古屋市名東区 ビー・アンド・ディードラッグストア 豊が丘 052-740-1860 愛知県名古屋市名東区藤里町 ３０３番地

愛知県 名古屋市名東区 スギドラッグ 文教台店 052-778-9365 愛知県名古屋市名東区文教台 一丁目７１９番地

愛知県 名古屋市名東区 薬マツモトキヨシ 藤が丘駅前店 052-726-8665 愛知県名古屋市名東区藤が丘 １４３

愛知県 名古屋市名東区 スギドラッグ 猪高店 052-726-6715 愛知県名古屋市名東区八前 三丁目２０１番地

愛知県 名古屋市名東区 スギドラッグ 引山店 052-799-8571 愛知県名古屋市名東区引山 二丁目１１０番地

愛知県 名古屋市名東区 ビー・アンド・ディードラッグストア 牧の原 052-880-9180 愛知県名古屋市名東区牧の原 三丁目３０１番地

愛知県 名古屋市名東区 ウエルシア名古屋上社駅店 052-726-8061 愛知県名古屋市名東区上社 １丁目８０２

愛知県 名古屋市天白区
Ｂ＆Ｄドラッグストア平針店 【支店番号：０
０１２】

052-800-5093 愛知県名古屋市天白区平針 ２丁目１５０７番地

愛知県 名古屋市天白区 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ植田店 052-807-6601 愛知県名古屋市天白区元植田 １ー９０６

愛知県 名古屋市天白区 スギ薬局 平針店 052-807-7440 愛知県名古屋市天白区中平 ４ー１８０８ー２

愛知県 名古屋市天白区 スギ薬局 原店 052-807-9485 愛知県名古屋市天白区原 ２丁目６０６

愛知県 名古屋市天白区 スギ薬局高坂店 052-800-5870 愛知県名古屋市天白区高坂町 ２０７



愛知県 名古屋市天白区
Ｂ＆Ｄドラッグストア原店 【支店番号：００
２５】

052-809-4193 愛知県名古屋市天白区原 ４ー１１７

愛知県 名古屋市天白区 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ八事石坂 052-861-0801 愛知県名古屋市天白区八事石坂 ４１１番地１

愛知県 名古屋市天白区 Ｂ＆Ｄドラッグストア焼山店 052-800-4193 愛知県名古屋市天白区焼山 二丁目３０４番地

愛知県 名古屋市天白区 Ｂ＆Ｄドラッグストア植田南店 052-809-5093 愛知県名古屋市天白区植田南 ２丁目４０１番地

愛知県 名古屋市天白区 薬マツモトキヨシ ピアゴ植田店 052-800-0101 愛知県名古屋市天白区元植田 １ー３０２

愛知県 名古屋市天白区 ドラッグユタカ植田駅前店 052-800-1075 愛知県名古屋市天白区植田 ３ー１２０４

愛知県 名古屋市天白区 ウエルシア　天白高坂店 052-800-2589 愛知県名古屋市天白区高坂町 ８８ー２

愛知県 名古屋市天白区 ビー・アンド・ディードラッグストア 島田橋 052-746-0330 愛知県名古屋市天白区道明町 １０６番地

愛知県 豊橋市 ココカラファイン 小鷹野店 0532-63-3431 愛知県豊橋市西小鷹野２ー１ー１

愛知県 豊橋市 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ三ノ輪店 0532-64-9711 愛知県豊橋市三ノ輪町字本興寺 １５ー２

愛知県 豊橋市 ココカラファイン 草間店 0532-48-3461 愛知県豊橋市中野町字大原 １７ー１

愛知県 豊橋市 スギ薬局 飯村店 0532-65-8181 愛知県豊橋市西口町字土橋 １０番地１

愛知県 豊橋市 ジップドラッグ 西高師店 0532-38-8311 愛知県豊橋市西高師町字沢向５

愛知県 豊橋市 スギ薬局 スギドラッグ東田店 0532-69-5475 愛知県豊橋市老松町１６

愛知県 豊橋市 スギ薬局 石巻店 0532-87-0661 愛知県豊橋市石巻本町字東野 １５ー３９

愛知県 豊橋市 スギ薬局 東岩田店 0532-69-3151 愛知県豊橋市東岩田 １丁目１１ー７

愛知県 豊橋市 ジップドラッグ あけぼの店 0532-29-0300 愛知県豊橋市曙町測点 １５７番地の２

愛知県 豊橋市 ココカラファイン 三本木店 0532-37-3511 愛知県豊橋市三本木町字新三本木 ４１ー１

愛知県 豊橋市 スギ薬局 井原店 0532-69-3510 愛知県豊橋市井原町２９ー１

愛知県 豊橋市 ココカラファイン 吉川店 0532-34-7590 愛知県豊橋市吉川町１６１ー１

愛知県 豊橋市 スギ薬局 菰口店 0532-34-7915 愛知県豊橋市菰口町 三丁目２５番地

愛知県 豊橋市 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ花田店 0532-33-4911 愛知県豊橋市花田町字荒木 ４９ー１

愛知県 豊橋市 サンドラッグ汐田橋店 0532-38-5688 愛知県豊橋市牟呂町扇田２１ー１

愛知県 豊橋市 イオン豊橋南店 0532-29-3111 愛知県豊橋市野依町落合１ー１２

愛知県 豊橋市 ユニーアピタ　向山店 0532-56-6400 愛知県豊橋市向山町字中畑 １番地の１

愛知県 豊橋市 スギ薬局 豊橋南店 0532-29-3660 愛知県豊橋市大清水町大清水 ３ー１１８２ 豊橋南プラザ内

愛知県 豊橋市 スギ薬局 二川店 0532-65-6351 愛知県豊橋市大岩町字西郷内１

愛知県 豊橋市 スギ薬局 西岩田店 0532-69-2750 愛知県豊橋市西岩田 １丁目４番地ー８

愛知県 豊橋市 スギ薬局 豊橋牧野店 0532-38-0071 愛知県豊橋市牧野町牧野 ２６ー４７

愛知県 豊橋市 スギ薬局 豊橋中浜店 0532-29-0335 愛知県豊橋市中浜町 ２１９番地６８

愛知県 豊橋市 ココカラファイン つつじが丘店 0532-65-1510 愛知県豊橋市つつじが丘 ２丁目２９ー１６

愛知県 豊橋市 ウエルシア豊橋曙町店 0532-38-8088 愛知県豊橋市曙町南松原 １３ー１

愛知県 豊橋市 スギ薬局 スギドラッグ神野店 0532-34-2821 愛知県豊橋市神野新田町 字口ノ割７０番地１ ドミー神野店内

愛知県 豊橋市 ウエルシア平川本町店 0532-69-3988 愛知県豊橋市平川本町１丁目 １２ー２

愛知県 豊橋市 ココカラファイン 富士見台店 0532-29-2511 愛知県豊橋市富士見台三丁目 ２７ー１０

愛知県 豊橋市
ドラッグストアマツモトキヨシ ＥＱＶｏ（エク
ボ）とよはし店

0532-38-8122 愛知県豊橋市柱五番町 １１６ー１

愛知県 豊橋市 クリエイトＳ・Ｄ豊橋小松町店 0532-38-8616 愛知県豊橋市小松町２３３ー３

愛知県 豊橋市 スギ薬局　牟呂店 0532-34-2366 愛知県豊橋市東脇 ４丁目２２ー１２

愛知県 豊橋市 クスリのアオキ 東脇店 0532-39-6850 愛知県豊橋市東脇 三丁目４番地３

愛知県 豊橋市 サンドラッグ豊橋牧野店 0532-38-5216 愛知県豊橋市牧野町牧野 ２４ー１

愛知県 岡崎市 パルファン イオンモール岡崎店 0564-72-8577 愛知県岡崎市戸崎町字外山 ３８ー５イオンモール

愛知県 岡崎市 ＭＥＧＡドン・キホーテ岡崎店 0564-72-3411 愛知県岡崎市戸崎町原山４ー８

愛知県 岡崎市 スギ薬局 橋目店 0564-32-2111 愛知県岡崎市橋目町字竹之内 ４５ー１

愛知県 岡崎市 スギ薬局 スギドラッグ土井店 0564-58-0117 愛知県岡崎市土井町字柳ケ坪６



愛知県 岡崎市 スギ薬局 上地店 0564-58-1601 愛知県岡崎市上地町２丁目５ー８

愛知県 岡崎市 スギドラッグ 細川店 0564-66-2111 愛知県岡崎市細川町字長根 ８９番地１

愛知県 岡崎市 スギ薬局 日名西店 0564-65-0760 愛知県岡崎市日名西町５ー１５

愛知県 岡崎市 スギ薬局 大平店 0564-87-4650 愛知県岡崎市大平町字沢添 ３６ー１

愛知県 岡崎市 スギ薬局 稲熊店 0564-87-5055 愛知県岡崎市稲熊町字 ２丁目１００

愛知県 岡崎市 中部薬品 岡崎牧御堂店 0564-72-3720 愛知県岡崎市牧御堂町字水洗 ３７番地

愛知県 岡崎市 スギ薬局 中島店 0564-57-7571 愛知県岡崎市中島町字馬取池 ２４ー１

愛知県 岡崎市 中部薬品 美合店 0564-59-4508 愛知県岡崎市美合町字入込 ８番地２

愛知県 岡崎市 サンドラッグ洞町店 0564-65-8535 愛知県岡崎市洞町字下荒田８ー１

愛知県 岡崎市 スギ薬局 大和店 0564-33-5231 愛知県岡崎市大和町字荒田６４

愛知県 岡崎市 スギ薬局 岡崎ＮＥＷＳ店 0564-71-6585 愛知県岡崎市不吹町１ー２

愛知県 岡崎市 イオン岡崎南店 0564-57-2211 愛知県岡崎市戸崎町字ばら山 １ー１

愛知県 岡崎市 スギ薬局 スギドラッグ岡崎コムタウン店 0564-71-7161 愛知県岡崎市上六名町字林 ２５番地１

愛知県 岡崎市 スギ薬局 鴨田店 0564-65-8660 愛知県岡崎市鴨田町字荒子 １１番地３の２

愛知県 岡崎市 スギ薬局 大樹寺店 0564-65-8250 愛知県岡崎市大樹寺 １丁目３番地２６

愛知県 岡崎市 スギ薬局 ウイングタウン羽根店 0564-72-8451 愛知県岡崎市羽根町字小豆坂 ３番地ウイングタウン１階

愛知県 岡崎市 スギ薬局 欠町店 0564-65-5201 愛知県岡崎市欠町字下口３６番地

愛知県 岡崎市 ココカラファイン 美合店 0564-57-1715 愛知県岡崎市美合新町５３ー１５

愛知県 岡崎市 スギ薬局 岡崎上和田店 0564-57-1733 愛知県岡崎市天白町字西池 ６４番地１

愛知県 岡崎市 ウエルシア大樹寺店 0564-65-5655 愛知県岡崎市大樹寺２丁目 １５ー４

愛知県 岡崎市 スギ薬局 スギドラッグ本宿店 0564-66-3766 愛知県岡崎市山綱町二丁目 ２番地３

愛知県 岡崎市 ジップドラッグ 竜美ヶ丘店 0564-72-5277 愛知県岡崎市明大寺町大圦 １ー５６

愛知県 岡崎市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 上地店 0564-72-3440 愛知県岡崎市上地町６丁目 １６ー１０

愛知県 岡崎市 サンドラッグ岡崎上和田店 0564-72-5131 愛知県岡崎市天白町字西池 ２８ー１

愛知県 岡崎市 スギ薬局 上地一丁目店 0564-64-5031 愛知県岡崎市上地一丁目 ２４番地２

愛知県 岡崎市 スギドラッグ ドミー大樹寺店 0564-64-5862 愛知県岡崎市大樹寺 三丁目１９番地３ ドミー大樹寺店内

愛知県 岡崎市 スギドラッグ 岩津店 0564-64-6531 愛知県岡崎市岩津町字於御所 １９７番地２

愛知県 岡崎市 クスリのアオキ 矢作店 0564-64-7401 愛知県岡崎市舳越町字朝倉 ２６番地

愛知県 岡崎市 スギ薬局 東大友店 0564-64-3512 愛知県岡崎市東大友町字堀所 ４４番地１

愛知県 岡崎市 スギドラッグ 美合店 0564-73-0020 愛知県岡崎市美合町字坂下 ２２ー１

愛知県 一宮市 ドン・キホーテ 一宮店 0586-43-8411 愛知県一宮市西出町３１番地

愛知県 一宮市 イオン木曽川店 0586-84-4333 愛知県一宮市木曽川町黒田 南八ツヶ池２５ー１

愛知県 一宮市 サンドラッグ開明店 0586-48-4061 愛知県一宮市開明字南井保里 ２番地

愛知県 一宮市 ユニーアピタ　一宮店 0586-71-1211 愛知県一宮市両郷町 １丁目６番地

愛知県 一宮市 スギ薬局 スギ薬局開明店 0586-43-2971 愛知県一宮市奥町田畑３１ー１

愛知県 一宮市 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ緑店 0586-26-6811 愛知県一宮市緑３丁目 １０番２０号

愛知県 一宮市 スギ薬局 スギ薬局毛受店 0586-47-7526 愛知県一宮市大和町毛受字正寺 １０番地

愛知県 一宮市 スギ薬局 スギ薬局尾西北店 0586-63-3202 愛知県一宮市小信中島字川東 ３番１

愛知県 一宮市 スギ薬局 スギ薬局尾西三条店 0586-63-1915 愛知県一宮市三条字郷南東 ５７ー１

愛知県 一宮市 薬マツモトキヨシ アスティ一宮店 0586-73-5922 愛知県一宮市栄３ー１ー１

愛知県 一宮市 ジップドラッグ 伝法寺店 0586-75-3877 愛知県一宮市丹陽町伝法寺 中東畑１９５０番地

愛知県 一宮市 Ｖ・ｄｒｕｇ 一宮公園通店 0586-26-3680 愛知県一宮市公園通６ー４

愛知県 一宮市 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ住吉店 0586-47-7301 愛知県一宮市住吉１丁目１９ー６

愛知県 一宮市 スギ薬局 一宮大浜店 0586-28-7822 愛知県一宮市大浜２丁目１ー３０

愛知県 一宮市 サンドラッグ一宮浅井店 0586-53-3381 愛知県一宮市浅井町尾関字上川田 ２２ー１

愛知県 一宮市 サンドラッグ一宮末広店 0586-47-7521 愛知県一宮市末広３ー１１ー１０



愛知県 一宮市 スギドラッグ 玉ノ井店 0586-86-7350 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井 字辻廻１４１番地

愛知県 一宮市 クスリのアオキ 東五城店 0586-85-9025 愛知県一宮市東五城字南田尾 ５８番１

愛知県 一宮市 スギドラッグ 一宮朝日店 0586-85-9171 愛知県一宮市朝日２丁目１ー２５

愛知県 一宮市 クスリのアオキ 一宮住吉店 0586-82-0801 愛知県一宮市住吉２丁目 ７番地７

愛知県 一宮市 クスリのアオキ 玉ノ井店 0586-64-7651 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井 四ツ辻西２９番地

愛知県 瀬戸市 イオン瀬戸みずの店 0561-86-8311 愛知県瀬戸市みずの坂 ２丁目２５３番地

愛知県 瀬戸市 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ本地店 0561-88-0031 愛知県瀬戸市西原町２ー９５

愛知県 瀬戸市 ジップドラッグ 矢形店 0561-87-3673 愛知県瀬戸市矢形町１３１

愛知県 瀬戸市 スギ薬局 スギ薬局水野店 0561-86-8560 愛知県瀬戸市本郷町３８４

愛知県 瀬戸市 中部薬品瀬戸水野店 0561-87-1246 愛知県瀬戸市北山町９７ー１

愛知県 瀬戸市 スギ薬局汗干店 0561-89-4361 愛知県瀬戸市汗干町６０番地

愛知県 瀬戸市 ドラッグユタカ　瀬戸新郷店 0561-84-2332 愛知県瀬戸市新郷町１１ー１番

愛知県 瀬戸市 スギ薬局 瀬戸西山店 0561-97-0815 愛知県瀬戸市西山町 １丁目１７番地

愛知県 瀬戸市 スギ薬局 スギドラッグ瀬戸陶原店 0561-97-0175 愛知県瀬戸市西権現町１６番地

愛知県 瀬戸市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 瀬戸品野店 0561-89-5022 愛知県瀬戸市五位塚町 １１ー６１３

愛知県 瀬戸市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 瀬戸菱野店 0561-89-7335 愛知県瀬戸市東赤重町１丁目 ２２番１

愛知県 瀬戸市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 瀬戸南店 0561-89-5735 愛知県瀬戸市菱野町 ２６９番２

愛知県 瀬戸市 クスリのアオキ 瀬戸北山店 0561-56-1000 愛知県瀬戸市北山町 ５０番地

愛知県 瀬戸市 スギドラッグ瀬戸菱野店 0561-76-2611 愛知県瀬戸市緑町 １丁目１０６番地 ドミー瀬戸菱野店１階

愛知県 半田市 ドン・キホーテ 半田店 0569-23-9411 愛知県半田市旭町３ー３６ー１

愛知県 半田市 スギ薬局 青山店 0569-32-2011 愛知県半田市青山４ー１ー４

愛知県 半田市 スギ薬局 上池店 0569-20-0281 愛知県半田市大高町 ２丁目３５番地１

愛知県 半田市 スギ薬局 清城店 0569-32-3391 愛知県半田市清城町三丁目５番２

愛知県 半田市 スギ薬局 半田中町店 0569-23-4836 愛知県半田市中町４ー４０

愛知県 半田市 スギ薬局 半田岩滑店 0569-24-1221 愛知県半田市岩滑中町１ー５１

愛知県 半田市 ジップドラッグ 亀崎店 0569-29-5778 愛知県半田市亀崎町５ー２３２

愛知県 半田市 ジップドラッグ 花園店 0569-26-2024 愛知県半田市花園町５ー２ー７

愛知県 半田市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 青山店 0569-25-1355 愛知県半田市青山町２丁目 ２４ー１

愛知県 半田市 ドラッグセイムス半田中町店 0569-24-4189 愛知県半田市中町２丁目８１番地

愛知県 半田市 サンドラッグ半田住吉店 0569-25-7877 愛知県半田市住吉町２丁目１１４

愛知県 半田市 ウエルシア東洋町店 0569-25-1001 愛知県半田市瑞穂町 ９丁目１番１号

愛知県 半田市 スギドラッグ 乙川店 0569-47-8872 愛知県半田市一ノ草町 ２０４番地３

愛知県 半田市 スギ薬局有楽店 0569-23-6318 愛知県半田市有楽町七丁目 １３６番地

愛知県 半田市 クスリのアオキ 成岩店 0569-84-0202 愛知県半田市栄町 ２丁目６０番地

愛知県 春日井市 ＭＥＧＡドン・キホーテ 春日井店 0568-86-3911 愛知県春日井市浅山町 ２丁目４ー６

愛知県 春日井市 中部薬品 春日井宮町店 0568-35-4690 愛知県春日井市宮町字中島１番１

愛知県 春日井市 スギ薬局 六軒屋店 0568-89-8561 愛知県春日井市六軒屋町 ５丁目２２番

愛知県 春日井市
Ｂ＆Ｄドラッグストア勝川駅店 【支店番
号：００２８】

0568-35-5093 愛知県春日井市松新町１丁目 ３３３３番 ルネッサンスＣ勝川１階１０１号

愛知県 春日井市 イオン春日井店 0568-57-1717 愛知県春日井市柏井町４ー１７

愛知県 春日井市
ユニーアピタ　高蔵寺店 １Ｆ　化粧品コー
ナー

0568-92-1122 愛知県春日井市中央台 二丁目五番地 １Ｆ化粧品コーナー

愛知県 春日井市 中部薬品朝宮薬局 0568-34-6580 愛知県春日井市朝宮町 ２ー１８ー２

愛知県 春日井市
Ｂ＆Ｄドラッグストア中央台店 【支店番
号：０００５】

0568-92-4193 愛知県春日井市中央台 ７丁目８ー１５

愛知県 春日井市 中部薬品高蔵寺店 0568-52-1211 愛知県春日井市東神明町 １丁目３ー８



愛知県 春日井市 中部薬品関田店 0568-86-7551 愛知県春日井市関田町 ２丁目２００

愛知県 春日井市 中部薬品神領店 0568-53-5661 愛知県春日井市神領町 ３ー５ー５

愛知県 春日井市 中部薬品春日井小野店 0568-56-3833 愛知県春日井市小野町 ６丁目４ー１

愛知県 春日井市
Ｂ＆Ｄドラッグストア岩野店 【支店番号：０
０２３】

0568-87-4493 愛知県春日井市岩野町 ２丁目１３番１３

愛知県 春日井市
Ｂ＆Ｄ高蔵寺店コスモスガーデン 【支店
番号：００１４】

0568-53-4193 愛知県春日井市松本町 １丁目１１ー３

愛知県 春日井市 スギ薬局 スギ薬局岩成台店 0568-94-7510 愛知県春日井市岩成台 ５丁目２番７

愛知県 春日井市 スギ薬局大手店 0568-87-7113 愛知県春日井市大手町 ３丁目２１番地６

愛知県 春日井市 Ｖｄｒｕｇ 勝川店 0568-35-2897 愛知県春日井市知多町 ４丁目１０番

愛知県 春日井市 スギ薬局 東野店 0568-86-1835 愛知県春日井市東野町西 ３丁目４番１０

愛知県 春日井市
Ｂ＆Ｄドラッグストア高蔵寺白山店 【支店
番号：００２９】

0568-53-1793 愛知県春日井市白山町 ４丁目１０ー１０

愛知県 春日井市 スギ薬局 スギドラッグ篠木店 0568-89-0581 愛知県春日井市篠木町 七丁目４５番地２３

愛知県 春日井市 ドラッグユタカ　篠木店 0568-89-3453 愛知県春日井市下市場町 三丁目６番地

愛知県 春日井市 Ｂ＆Ｄドラッグストア如意申店 0568-36-8593 愛知県春日井市如意申町 ３丁目１３ー１１

愛知県 春日井市 スギ薬局 味美店 0568-36-8550 愛知県春日井市二子町 ２丁目３番地１５

愛知県 春日井市 ツルハドラッグ 上条店 0568-85-8252 愛知県春日井市上条町４ー３２

愛知県 春日井市 ツルハドラッグ 高山店 0568-34-7683 愛知県春日井市高山町 ３丁目７番地の９

愛知県 春日井市 Ｂ＆Ｄドラッグストア東野本店 0568-29-6688 愛知県春日井市東野町 ７丁目３番１１号１Ｆ

愛知県 春日井市 スギ薬局 スギドラッグ松河戸店 0568-35-7610 愛知県春日井市松河戸町 二丁目６番地２

愛知県 春日井市
ビー・アンド・ディードラッグストア フィール
ネットワーク店

0568-70-5701 愛知県春日井市如意申町 ５丁目７ー１

愛知県 春日井市 ツルハドラッグ 春日井篠木店 0568-86-5688 愛知県春日井市篠木町 ７丁目１８番地２２

愛知県 春日井市 スギ薬局 スギ薬局高蔵寺店 0568-53-2733 愛知県春日井市高蔵寺町 １丁目４６番地

愛知県 春日井市 ツルハドラッグ 春日井柏原店 0568-35-5488 愛知県春日井市柏原町 ２ー８４

愛知県 春日井市 ツルハドラッグ 春日井下津店 0568-86-3175 愛知県春日井市下津町字北島 ２６６番

愛知県 春日井市 スギドラッグ ことぶき店 0568-37-3751 愛知県春日井市ことぶき町 ８番地３

愛知県 春日井市 スギドラッグ 春日井中央店 0568-37-3811 愛知県春日井市春見町１番地

愛知県 豊川市 スギ薬局 御油店 0533-88-7233 愛知県豊川市御油町行力１３ー１

愛知県 豊川市 スギドラッグ 蔵子店 0533-83-6011 愛知県豊川市蔵子７ー１７ー１

愛知県 豊川市 スギ薬局 本野ヶ原店 0533-83-5331 愛知県豊川市本野ケ原２丁目１番

愛知県 豊川市 ココカラファイン 千歳店 05338-9-4588 愛知県豊川市千歳通り３丁目 ２５ー１

愛知県 豊川市 ココカラファイン 為当店 0533-88-8801 愛知県豊川市為当町上川原田２４

愛知県 豊川市 スギ薬局 小坂井店 0533-73-1855 愛知県豊川市伊奈町新屋７７ー１

愛知県 豊川市 スギ薬局 プリオ豊川店 0533-80-5012 愛知県豊川市諏訪３丁目３０２番 プリオ２内

愛知県 豊川市 ココカラファイン 豊川八幡店 0533-88-8210 愛知県豊川市八幡町宮前４９ー１

愛知県 豊川市 スギ薬局 桜木店 0533-80-0530 愛知県豊川市桜木通５ー１８ー１

愛知県 豊川市 ココカラファイン 桜木店 0533-89-7572 愛知県豊川市桜木通り ６丁目８ー１

愛知県 豊川市 Ｖｄｒｕｇ 豊川店 0533-83-8690 愛知県豊川市諏訪４丁目１７９

愛知県 豊川市 イオン豊川店 0533-89-6131 愛知県豊川市開運通２丁目３１番

愛知県 豊川市 スギ薬局 開運通店 0533-80-7481 愛知県豊川市開運通 ２ー６８ー１

愛知県 豊川市 スギ薬局 スギ薬局御油駅前店 0533-80-1370 愛知県豊川市御油町八面横 ５４番地

愛知県 豊川市 ウエルシア豊川駅東口店 0533-80-2588 愛知県豊川市豊川町波通 ３４番４

愛知県 豊川市
スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ豊川イン
ター店

0533-80-2411 愛知県豊川市豊が丘町 １９２番地



愛知県 豊川市 ウエルシア豊川平尾町店 0533-82-2600 愛知県豊川市平尾町番皿 ３３ー１

愛知県 豊川市 ウエルシア豊川大崎町店 0533-83-8556 愛知県豊川市大崎町小林 １６８番地

愛知県 豊川市 スギドラッグ 御津店 0533-56-7651 愛知県豊川市御津町西方日暮 ４１番１

愛知県 豊川市 スギドラッグ 豊川一宮店 0533-95-1351 愛知県豊川市一宮町栄 ２０１番地

愛知県 豊川市 クスリのアオキ 下野川店 0533-56-8101 愛知県豊川市下野川町 １丁目４８番地

愛知県 豊川市 スギドラッグ豊川野口店 0533-65-9531 愛知県豊川市野口町道下６番地１

愛知県 津島市 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ津島北店 0567-23-5911 愛知県津島市松原町２８番地３

愛知県 津島市 ヨシヅヤストアー 津島本店 0567-23-7111 愛知県津島市大字津島字北新開 ３５１番地

愛知県 津島市 スギ薬局 神守店 0567-27-5131 愛知県津島市越津町字梅之木 １４番

愛知県 津島市 スギ薬局 スギ薬局東柳原店 0567-22-2325 愛知県津島市東柳原町１丁目３０

愛知県 津島市 サンドラッグ津島店 0567-22-5096 愛知県津島市藤浪町２丁目８番地

愛知県 碧南市 ジップドラッグ 住吉店 0566-46-8221 愛知県碧南市住吉町 ４丁目１０ー１

愛知県 碧南市 スギ薬局 碧南新川店 0566-46-0300 愛知県碧南市相生町 ５丁目４５ー１

愛知県 碧南市 スギ薬局 スギ薬局碧南伏見店 0566-48-3555 愛知県碧南市伏見町３ー２６

愛知県 碧南市 ジップドラッグ 荒居店 0566-46-2880 愛知県碧南市三度山町 ３丁目１２ー１

愛知県 碧南市 スギ薬局 スギドラッグ碧南雨池店 0566-45-2311 愛知県碧南市雨池町１丁目２番地

愛知県 碧南市 スギ薬局 大浜店 0566-43-3071 愛知県碧南市羽根町 ３ー７ー１

愛知県 碧南市 スギ薬局 碧南城山店 0566-43-6300 愛知県碧南市城山町 一丁目６番地

愛知県 碧南市 サンドラッグ碧南幸町店 0566-43-5975 愛知県碧南市幸町５丁目５

愛知県 碧南市 スギドラッグ碧南坂口店 0566-45-7571 愛知県碧南市坂口町 １丁目３７番地１

愛知県 刈谷市 スギ薬局 刈谷矢場店 0566-63-5381 愛知県刈谷市矢場町５ー３１０

愛知県 刈谷市 ドラッグユタカ東刈谷店 0566-28-3425 愛知県刈谷市末広町２丁目７ー８

愛知県 刈谷市 サンドラッグ井ヶ谷店 0566-62-7677 愛知県刈谷市井ケ谷町下前田６０

愛知県 刈谷市 スギ薬局 刈谷高松店 0566-22-2577 愛知県刈谷市高松町 ３丁目４８番地

愛知県 刈谷市 スギ薬局 スギドラッグ築地店 0566-29-2181 愛知県刈谷市築地町 ３丁目２番地３

愛知県 刈谷市 スギドラッグ 刈谷野田店 0566-23-4158 愛知県刈谷市野田町陣戸池 ８３ー８

愛知県 刈谷市 薬マツモトキヨシ みなくる刈谷店 0566-24-7155 愛知県刈谷市若松町 ２丁目１０１番地

愛知県 刈谷市 スギドラッグ 刈谷松栄店 0566-63-5671 愛知県刈谷市松栄町二丁目 １５ー１０

愛知県 刈谷市 スギドラッグ かりがね店 0566-62-9171 愛知県刈谷市築地町二丁目 １番地４

愛知県 刈谷市 ドラッグストアマツモトキヨシ 刈谷高倉店 0566-63-6577 愛知県刈谷市高倉町１丁目３０５

愛知県 刈谷市 スギドラッグ 井ケ谷店 0566-35-1722 愛知県刈谷市井ケ谷町前田 １４番地１

愛知県 刈谷市 スギドラッグ 富士松店 0566-70-7231 愛知県刈谷市今川町山ノ端 ３番地

愛知県 刈谷市 スギドラッグ 東刈谷店 0566-91-1588 愛知県刈谷市東刈谷 一丁目１８番地１５

愛知県 豊田市 スギ薬局 深田店 0565-25-3589 愛知県豊田市深田町 １丁目５５ー１

愛知県 豊田市 サンドラッグ永覚新町店 0565-74-2577 愛知県豊田市永覚新町 ３丁目６４ー３

愛知県 豊田市 スギ薬局 豊田宮町店 0565-35-7151 愛知県豊田市宮町５ー５３

愛知県 豊田市 スギ薬局 豊田上野店 0565-89-5255 愛知県豊田市上野町４ー６ー９

愛知県 豊田市 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ美里店 0565-87-1171 愛知県豊田市広川町 １０ー５５ー１

愛知県 豊田市 スギ薬局 豊田竹村店 0565-51-0105 愛知県豊田市竹元町上の山下１

愛知県 豊田市 スギ薬局 青木店 0565-46-9151 愛知県豊田市青木町 １丁目７０ー１８

愛知県 豊田市 中部薬品豊田梅坪店 0565-33-5101 愛知県豊田市東梅坪町 ８丁目４ー１

愛知県 豊田市 スギ薬局 スギ薬局神田店 0565-37-7531 愛知県豊田市神田町２丁目３ー２

愛知県 豊田市 スギ薬局 スギ薬局藤岡店 0565-75-3160 愛知県豊田市西中山町牛田 ６３ー１

愛知県 豊田市 スギ薬局 スギ薬局元宮店 0565-36-0160 愛知県豊田市元宮町 ５丁目２６ー１

愛知県 豊田市 スギ薬局 スギ薬局山の手店 0565-71-5525 愛知県豊田市山之手 ７丁目７７番１

愛知県 豊田市 ココカラファイン 豊田吉原店 0565-53-7660 愛知県豊田市吉原町平池１６４



愛知県 豊田市 イオン高橋店 0565-88-6511 愛知県豊田市東山町 １丁目５番１

愛知県 豊田市 イオンスタイル豊田 0565-37-9200 愛知県豊田市広路町 １ー１

愛知県 豊田市 Ｖ・ｄｒｕｇ 浄水店 0565-46-8211 愛知県豊田市浄水町土地区画 整理地２０８Ｂ５Ｌ

愛知県 豊田市 スギ薬局 スギドラッグ豊田高崎店 0565-37-3677 愛知県豊田市高崎町北ノ脇 ３０番地１６

愛知県 豊田市 Ｂ＆Ｄドラッグストア豊田松ヶ枝店 0565-78-0821 愛知県豊田市松ケ枝町 ２丁目５５番地

愛知県 豊田市 スギ薬局 スギドラッグ若園店 0565-51-1533 愛知県豊田市若林東町上外根 ７８ー３

愛知県 豊田市 スギ薬局 スギ薬局美里店 0565-87-3571 愛知県豊田市美里５丁目 １０番地６

愛知県 豊田市 スギ薬局 スギドラッグ志賀店 0565-87-1271 愛知県豊田市志賀町香九礼 １番地１７７　メグリア志賀店 ２階

愛知県 豊田市 スギ薬局 三軒町店 0565-37-7125 愛知県豊田市三軒町 ７ー３０ー１

愛知県 豊田市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 上郷店 0565-25-9770 愛知県豊田市上郷町 ２丁目４番７

愛知県 豊田市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 大林店 0565-25-1551 愛知県豊田市大林町 １７丁目３番１

愛知県 豊田市 ドラッグスギヤマ 陣中店 0565-31-3311 愛知県豊田市陣中町 ２丁目１番地１

愛知県 豊田市 スギドラッグ メグリア朝日店 0565-36-0866 愛知県豊田市朝日町 一丁目６番地１ メグリア朝日店内

愛知県 豊田市 スギドラッグ 豊田高上店 0565-41-8195 愛知県豊田市高上 一丁目１５番地５

愛知県 豊田市
ビー・アンド・ディードラッグストア 豊田前
山店

0565-47-0008 愛知県豊田市前山町 ４丁目２１ー１

愛知県 豊田市 スギドラッグ メグリアエムパーク店 0565-74-2010 愛知県豊田市前山 １丁目２６番４号

愛知県 豊田市 クスリのアオキ 浄水店 0565-47-0505 愛知県豊田市豊田浄水 特定土地区画整理事業地内 ２１１街区４

愛知県 豊田市 ウエルシア豊田緑ケ丘店 0565-74-1501 愛知県豊田市緑ケ丘 五丁目１６番１

愛知県 安城市 スギ薬局 安城住吉店 0566-98-8831 愛知県安城市住吉町 ７丁目２６番地８

愛知県 安城市 スギ薬局 安城中央店 0566-79-3200 愛知県安城市桜町４ー１２

愛知県 安城市 スギ薬局 スギドラッグ安城東栄店 0566-97-2115 愛知県安城市東栄町三丁目 ８０７番地１

愛知県 安城市 スギ薬局 安城百石店 0566-76-1377 愛知県安城市百石町２ー１５ー３

愛知県 安城市 スギ薬局 安城錦町店 0566-71-2105 愛知県安城市錦町３ー４

愛知県 安城市 スギ薬局 三河安城店 0566-79-3831 愛知県安城市箕輪町正福田 ８４番１　ピアゴラフーズコア 三河安城店１階

愛知県 安城市 ユニーアピタ　安城南店 0566-99-6911 愛知県安城市桜井町貝戸尻 ６０番地

愛知県 安城市 スギ薬局 桜井店 0566-99-6377 愛知県安城市桜井町森田 ８０番地１

愛知県 安城市 スギ薬局 スギドラッグ高棚店 0566-79-2801 愛知県安城市高棚町中島 １３８番地 フィールでっかいどう店内

愛知県 安城市 スギ薬局 桜井南店 0566-79-1581 愛知県安城市姫小川町舘出 １４６

愛知県 安城市 スギドラッグ 安城アンディ店 0566-96-1851 愛知県安城市住吉町三丁目 ５ー２８

愛知県 安城市 ドラッグストアマツモトキヨシ 安城横山店 0566-73-9770 愛知県安城市横山町大山田中 １ー１

愛知県 安城市 スギドラッグ 三河安城北店 0566-45-5761 愛知県安城市篠目町童子 ２０７番地１４

愛知県 安城市 サンドラッグ安城店 0566-96-0708 愛知県安城市住吉町 ３ー１ー８

愛知県 安城市 ウエルシア東栄町店 0566-96-4171 愛知県安城市東栄町６丁目 ２２番１５

愛知県 安城市 サンドラッグ安城日の出店 0566-73-5688 愛知県安城市日の出町１ー２１

愛知県 安城市 スギドラッグ 東栄東店 0566-91-0331 愛知県安城市東栄町六丁目 １８番地１２

愛知県 西尾市 パルファン ヴェルサウォーク西尾店 0563-53-7122 愛知県西尾市高畠町３丁目 ２３番９号

愛知県 西尾市 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ一色店 0563-74-0101 愛知県西尾市一色町対米九郎座 ３０番１

愛知県 西尾市 スギ薬局 住崎店 0563-53-8563 愛知県西尾市住崎町雁渕８

愛知県 西尾市 スギ薬局 花の木店 0563-53-9211 愛知県西尾市花ノ木町 ３丁目１７番

愛知県 西尾市 スギ薬局 平坂店 0563-58-8250 愛知県西尾市平坂町如月１８ー１

愛知県 西尾市 スギ薬局 スギドラッグ今川店 0563-57-0030 愛知県西尾市今川町馬捨場３１

愛知県 西尾市 スギ薬局 鶴城店 0563-64-3911 愛知県西尾市伊藤町字クテ ６番地２

愛知県 西尾市 スギ薬局 西尾道光寺店 0563-55-7371 愛知県西尾市道光寺町堰板 ２４番地１

愛知県 西尾市 スギ薬局 スギドラッグアエル店 0563-55-2260 愛知県西尾市上矢田町字浜道２８

愛知県 西尾市 スギ薬局 熊味店 0563-65-5301 愛知県西尾市八ツ面町熊子山 ３８番地１



愛知県 西尾市 スギドラッグ 西尾シャオ店 0563-65-5631 愛知県西尾市下町御城下 ２３番地１

愛知県 西尾市 スギドラッグ 西尾一色店 0563-65-5681 愛知県西尾市一色町一色古新田 ２９番地１

愛知県 西尾市 クリエイトＳ・Ｄ 愛知西尾丁田店 0563-55-3022 愛知県西尾市丁田町中ノ切１

愛知県 西尾市 スギ薬局吉良店 0563-32-3500 愛知県西尾市吉良町吉田桐杭 １６番地４

愛知県 西尾市 スギ薬局寺津店 0563-65-3897 愛知県西尾市徳永町大塚 ３２番地１

愛知県 西尾市 スギ薬局 スギドラッグ幡豆店 0563-62-6790 愛知県西尾市西幡豆町山副 ５２ー６

愛知県 西尾市 クスリのアオキ 住崎店 0563-65-2227 愛知県西尾市住崎１丁目１２番地

愛知県 蒲郡市 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ宝店 0533-66-1811 愛知県蒲郡市宝町３３７番２

愛知県 蒲郡市 スギ薬局 竹島店 0533-69-8355 愛知県蒲郡市竹島町１９番８号

愛知県 蒲郡市 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ形原店 0533-58-4321 愛知県蒲郡市形原町亀井３０ー１

愛知県 蒲郡市 スギ薬局 スギ薬局蒲郡北店 0533-66-0210 愛知県蒲郡市蒲郡町荒子６７ー１

愛知県 蒲郡市 スギ薬局 三谷北店 0533-66-2661 愛知県蒲郡市三谷北通 ４丁目９８番地

愛知県 蒲郡市 ユニーアピタ　蒲郡店 0533-69-2131 愛知県蒲郡市港町１７番１０号

愛知県 蒲郡市 ウエルシア竹谷町店 0533-66-6615 愛知県蒲郡市竹谷町江尻２６ー２

愛知県 蒲郡市 クスリのアオキ 豊岡店 0533-56-7602 愛知県蒲郡市豊岡町前野 １番地３

愛知県 蒲郡市 クスリのアオキ 形原店 0533-65-8188 愛知県蒲郡市形原町北辻 ４番地１

愛知県 蒲郡市 スギ薬局 竹谷店 0533-69-8806 愛知県蒲郡市竹谷町下日山 ２０番地１

愛知県 犬山市 スギ薬局 スギ薬局松本店 0568-63-5161 愛知県犬山市松本町 ２丁目９５番地

愛知県 犬山市 スギ薬局 スギ薬局犬山西店 0568-63-5271 愛知県犬山市上坂町五丁目 ２０９番地

愛知県 常滑市 ドラッグつるみ屋 Ｗｉｌｌセラ店 0569-34-8815 愛知県常滑市鯉江本町 ５丁目１６８番地

愛知県 常滑市 スギ薬局 常滑市場店 0569-34-8760 愛知県常滑市市場町１ー２０

愛知県 常滑市 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ奥条店 0569-34-5861 愛知県常滑市奥条４ー９８

愛知県 常滑市 イオンスタイル常滑店 0569-35-9500 愛知県常滑市りんくう町 ２丁目２０番３

愛知県 常滑市 スギ薬局 榎戸店 0569-36-2101 愛知県常滑市明和町 １丁目１３番地

愛知県 常滑市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 常滑店 0569-36-1770 愛知県常滑市常滑多屋地区土地 区画整理事業８２街区３

愛知県 常滑市 スギ薬局 スギ薬局常滑陶郷店 0569-36-1266 愛知県常滑市陶郷町４丁目１番地

愛知県 常滑市 スギ薬局 常滑インター店 0569-36-2126 愛知県常滑市飛香台４丁目 １番地２

愛知県 常滑市 スギドラッグ常滑北店 0569-84-0017 愛知県常滑市西之口十丁目 ５５番地１

愛知県 江南市 平和堂 江南店 0587-56-8800 愛知県江南市上奈良町栄６１ー３

愛知県 江南市
ユニーアピタ　江南西店 １Ｆ　化粧品コー
ナー

0587-54-6411 愛知県江南市松竹町上野 ２０５番地 １Ｆ化粧品コーナー

愛知県 江南市 スギ薬局 野白店 0587-51-1661 愛知県江南市野白町葭場３１番地

愛知県 江南市 スギ薬局 高屋店 0587-51-1055 愛知県江南市高屋町御日塚 ６８ー１

愛知県 江南市 サンドラッグ木賀店 0587-51-1336 愛知県江南市木賀本郷町南３５

愛知県 江南市 薬マツモトキヨシ ピアゴ江南店 0587-52-3456 愛知県江南市村久野町瀬頭１６３

愛知県 江南市 クスリのアオキ 布袋店 0587-50-0310 愛知県江南市布袋町西 ３５番地

愛知県 小牧市 アマノ アマノドラッグ桃花台店 0568-47-2920 愛知県小牧市城山１丁目３番 ピエスタ内

愛知県 小牧市 イオン小牧店 0568-74-2311 愛知県小牧市東１丁目１２６番地

愛知県 小牧市 スギ薬局 スギ薬局二重堀店 0568-42-2891 愛知県小牧市二重堀字中西浦 ８１６ー１

愛知県 小牧市 Ｖ・ｄｒｕｇ 味岡店 0568-74-5755 愛知県小牧市久保新町３０

愛知県 小牧市 スギドラッグ 小牧中央店 0568-42-6561 愛知県小牧市中央５丁目 ３６６番地

愛知県 小牧市 スギ薬局 スギ薬局堀の内店 0568-42-1255 愛知県小牧市堀の内 ２丁目６０番地

愛知県 小牧市 サンドラッグ小牧岩崎店 0568-42-6531 愛知県小牧市岩崎 ８９４番地１地番

愛知県 小牧市 サンドラッグ小牧郷中店 0568-42-1107 愛知県小牧市郷中２ー１８２ー４

愛知県 小牧市
ビー・アンド・ディー　小牧店 【支店番号：
０００９】

0568-73-5093 愛知県小牧市常普請２ー３０５



愛知県 小牧市 サンドラッグ味岡店 0568-74-1771 愛知県小牧市大字小松寺字２９０

愛知県 稲沢市 ユニーアピタ　稲沢店 ２Ｆ　化粧品コー 0587-24-9211 愛知県稲沢市天池五反田町１番地

愛知県 稲沢市 ジップドラッグ 稲沢薬局 0587-24-2174 愛知県稲沢市前田四丁目２０

愛知県 稲沢市 ココカラファイン アクロスプラザ稲沢店 0587-34-6788 愛知県稲沢市大塚南５丁目 １番地１トップモール稲沢内

愛知県 稲沢市 スギ薬局 スギドラッグ稲沢西店 0587-33-7501 愛知県稲沢市天池光田町 １００番地２

愛知県 稲沢市 ココカラファイン リーフウォーク稲沢店 0587-33-3205 愛知県稲沢市長野７丁目１ー２ リーフウォーク稲沢１Ｆ

愛知県 稲沢市 スギ薬局 祖父江店 0587-97-8588 愛知県稲沢市祖父江町上牧戍亥出 ８１８番地１

愛知県 稲沢市 スギ薬局 稲沢奥田店 0587-34-5201 愛知県稲沢市奥田天目寺町 ８番地

愛知県 稲沢市 スギ薬局 スギドラッグ稲沢東店 0587-34-6171 愛知県稲沢市陸田宮前一丁目 １６番地５

愛知県 稲沢市 ヘルスバンク　国府宮店 0587-24-9901 愛知県稲沢市国府宮神田町１５

愛知県 稲沢市 スギドラッグ 稲沢ハーモニー店 0587-33-5411 愛知県稲沢市稲島五丁目２番 ハーモニーランド内

愛知県 新城市 ココカラファイン 長篠店 0536-32-2910 愛知県新城市長篠字森上１ー１

愛知県 新城市 スギ薬局 スギ薬局新城店 0536-24-6288 愛知県新城市片山字西野畑 ５４５番地

愛知県 新城市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 新城店 0536-24-3322 愛知県新城市稲木仲野７０ー２８

愛知県 新城市 スギドラッグ長篠店 0536-32-6050 愛知県新城市長篠字広面２９番地

愛知県 新城市 クスリのアオキ 新城店 0536-25-7120 愛知県新城市字的場１９番地

愛知県 東海市 ユニーアピタ　東海荒尾店 052-601-9777 愛知県東海市荒尾町山王前２０番

愛知県 東海市 ドラッグセイムス東海富木島店 052-601-4189 愛知県東海市富木島町伏見 １ー２ー１２

愛知県 東海市 スギ薬局 高横須賀店 0562-36-1730 愛知県東海市高横須賀町 ５丁目１２９番地

愛知県 東海市 スギ薬局 スギ薬局荒尾店 052-689-6001 愛知県東海市荒尾町平古１ー１

愛知県 東海市 Ｖ・ｄｒｕｇ 富貴ノ台店 052-689-2770 愛知県東海市富貴ノ台１０６

愛知県 東海市 ドラッグセイムス東海名和店 052-604-4189 愛知県東海市名和町南廻間 ４３番１

愛知県 東海市 薬マツモトキヨシ ラスパ太田川店 0562-39-3007 愛知県東海市大田町下浜田 １０２番１

愛知県 東海市 サンドラッグ富木島店 052-689-3606 愛知県東海市富木島町伏見 ３丁目１番地の１

愛知県 東海市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 上野台店 052-689-4001 愛知県東海市富木島町東山田 ７ー１５２

愛知県 大府市 ドラッグセイムス長草店 0562-44-8600 愛知県大府市明成町１ー１４

愛知県 大府市 スギ薬局 共和店 0562-48-9881 愛知県大府市東新町１ー１５２

愛知県 大府市 スギ薬局 スギ薬局月見店 0562-45-6171 愛知県大府市月見町６丁目７８

愛知県 大府市 スギ薬局 スギ薬局大府店 0562-43-9811 愛知県大府市柊山町１ー１２

愛知県 大府市 ドラッグストアレモン　大府半月店 0562-45-5477 愛知県大府市半月町 二丁目７９番地

愛知県 大府市 ユニーアピタ　大府店 0562-44-7011 愛知県大府市明成町 四丁目１３３番地

愛知県 大府市 スギ薬局 スギドラッグ大東店 0562-45-5288 愛知県大府市大東町 １丁目６０４番地

愛知県 大府市 スギ薬局森岡店 0562-38-7716 愛知県大府市森岡町五丁目１１

愛知県 大府市 スギドラッグ大府東店 0562-85-5531 愛知県大府市横根町平子 １５８番地

愛知県 知多市 スギ薬局 新舞子店 0569-44-2751 愛知県知多市新舞子字大口 ２０３番地７

愛知県 知多市 スギ薬局 知多新知店 0562-56-6890 愛知県知多市新知西町８番地の７

愛知県 知多市 スギ薬局 清水が丘店 0562-31-2461 愛知県知多市清水が丘 一丁目１７０３番地

愛知県 知多市 スギドラッグ新知東店 0562-85-1631 愛知県知多市新知東 ２丁目１番地５

愛知県 知立市 サンドラッグ上重原店 0566-84-5273 愛知県知立市南新地 一丁目１３番地２

愛知県 知立市 スギ薬局 スギドラッグ牛田店 0566-83-5333 愛知県知立市牛田町六反２ー３

愛知県 知立市 ユニーギャラリエ　アピタ　知立店 0566-85-3611 愛知県知立市長篠町大山１８ー１

愛知県 知立市 スギ薬局 スギ薬局上重原店 0566-84-3650 愛知県知立市上重原町 ６丁目２１番地

愛知県 知立市 スギ薬局 スギ薬局知立駅前店 0566-84-5161 愛知県知立市新富２丁目８番地

愛知県 知立市 スギ薬局 スギ薬局宝町店 0566-84-3781 愛知県知立市宝 ２ー１０ー１０

愛知県 知立市 スギドラッグ 牛田東店 0566-45-7061 愛知県知立市牛田町湯山 ２５番地１

愛知県 尾張旭市 ＳＵＮ　ＷＩＬＬ　ＤＲＵＧ 中部薬品　城山店 0561-55-3690 愛知県尾張旭市旭前城前特定土地 区画整理地内７街区５



愛知県 尾張旭市 イトーヨーカ堂 尾張旭店 0561-54-1211 愛知県尾張旭市南原山町石原 １１６ー４

愛知県 尾張旭市 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ印場店 0561-51-1521 愛知県尾張旭市東印場町 二丁目１５番地１３

愛知県 尾張旭市 サンドラッグバロー城山店 0561-55-7531 愛知県尾張旭市新居町諏訪南 １３０５　バロー城山１Ｆ

愛知県 尾張旭市 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ庄中町店 0561-55-5041 愛知県尾張旭市渋川町 ２丁目７番地５

愛知県 尾張旭市 ドラッグスギヤマ ヤマナカ三郷店 0561-56-0711 愛知県尾張旭市三郷町中井田 ８３番地 ヤマナカ三郷店内

愛知県 高浜市 スギ薬局 高浜中央店 0566-54-0271 愛知県高浜市稗田町 三丁目２番地２

愛知県 高浜市 サンドラッグ高浜店 0566-54-2677 愛知県高浜市神明町７ー１３ー７

愛知県 岩倉市 ユニーアピタ　岩倉店 0587-66-7111 愛知県岩倉市旭町一丁目 ２５番地

愛知県 岩倉市 スギ薬局 スギドラッグ岩倉団地店 0587-65-3915 愛知県岩倉市下本町燈明庵９８

愛知県 岩倉市 スギ薬局 スギ薬局大地店 0587-65-7330 愛知県岩倉市大地町郷前１１番

愛知県 岩倉市 ユタカ岩倉店 0587-38-2587 愛知県岩倉市大地新町１ー７２

愛知県 岩倉市 サンドラッグ岩倉店 0587-65-5301 愛知県岩倉市旭町１丁目１１番地

愛知県 豊明市 スギ薬局 パルネス前後店 0562-96-2170 愛知県豊明市前後町善江 １７３５番地 パルネス前後Ｂ１階

愛知県 豊明市 スギ薬局 二村台店 0562-95-4523 愛知県豊明市二村台 ２丁目１８番９

愛知県 豊明市 中部薬品豊明店 0562-95-0696 愛知県豊明市大久伝町南３ー１

愛知県 豊明市 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ豊明店 0562-91-3181 愛知県豊明市西川町笹原 ２番地２４号

愛知県 豊明市 スギ薬局 スギ薬局沓掛店 0562-91-3266 愛知県豊明市沓掛町丘下 １２ー１

愛知県 豊明市 スギドラッグ 前後店 0562-93-7732 愛知県豊明市前後町五軒家 １５３４ー１

愛知県 豊明市 スギドラッグ 豊明三崎店 0562-57-0057 愛知県豊明市三崎町丸ノ内 ２番地１８

愛知県 日進市 サンドラッグ日進駅前店 0561-75-5731 愛知県日進市栄２丁目１３０７

愛知県 日進市 スギ薬局 香久山店 0561-75-5471 愛知県日進市岩崎台 １丁目１２２９番地

愛知県 日進市 フードラッグ 米野木店 0561-75-4660 愛知県日進市米野木町南山 ２２８ー７

愛知県 日進市 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ米野木店 0561-75-5441 愛知県日進市米野木台 二丁目２６０８番地

愛知県 日進市 スギドラッグ 日進竹の山店 0561-75-6533 愛知県日進市竹の山三丁目 ８０８番地

愛知県 日進市 ツルハドラッグ 日進赤池店 052-800-3268 愛知県日進市赤池 ３丁目２００１番地

愛知県 日進市 スギドラッグ フィール日進店 0561-41-8131 愛知県日進市栄 一丁目２０１番地 フィール日進店２階

愛知県 田原市 ココカラファイン 渥美店 0531-37-1700 愛知県田原市古田町ゲノエ前 １４４ー１

愛知県 田原市 スギ薬局 田原店 0531-24-0861 愛知県田原市神戸町字大坪１８１

愛知県 田原市 ココカラファイン 赤石店 0531-23-3077 愛知県田原市東赤石４ー２５

愛知県 田原市 スギドラッグ田原西店 0531-27-7172 愛知県田原市田原町上八軒家 ２６番地１

愛知県 愛西市 スギ薬局 佐屋店 0567-28-9666 愛知県愛西市日置町山の池６９番

愛知県 愛西市 ジップドラッグ 勝幡店 0567-27-4331 愛知県愛西市勝幡町栄３０

愛知県 愛西市 スギドラッグ 愛西藤浪店 0567-55-7351 愛知県愛西市見越町前田 １５９番地３

愛知県 清須市 スギ薬局 清洲店 052-408-3622 愛知県清須市西市場 ４丁目１１番地１６

愛知県 清須市 スギ薬局新川店 052-401-7130 愛知県清須市助七芳花２５

愛知県 清須市 ドン・キホーテ 楽市街道名古屋店 0568-26-4801 愛知県清須市春日流１

愛知県 清須市 スギドラッグ 清洲東店 052-408-0371 愛知県清須市清洲２５５４番地１

愛知県 清須市 クスリのアオキ 春日店 052-325-5105 愛知県清須市春日宮重 １２４番地

愛知県 北名古屋市
Ｂ＆Ｄドラッグストア師勝店 【支店番号：０
００８】

0568-24-5593 愛知県北名古屋市鹿田坂巻１３５

愛知県 北名古屋市 ビーアンドディ　西春店 【支店番号：００１ 0568-26-7793 愛知県北名古屋市西之保 青野東３５番地

愛知県 北名古屋市 薬マツモトキヨシ パレマルシェ西春店 0568-25-3771 愛知県北名古屋市鹿田若宮 ３９２６ー１０

愛知県 北名古屋市 サンドラッグ師勝店 0568-26-7795 愛知県北名古屋市鹿田西赤土 ３ー１

愛知県 北名古屋市 クリエイトＳ・Ｄ 北名古屋沖村店 0568-27-4170 愛知県北名古屋市沖村西ノ郷 １５５

愛知県 弥富市 スギ薬局 弥富店 0567-65-7621 愛知県弥富市平島中四丁目５番地

愛知県 弥富市 スギ薬局 海南店 0567-64-2361 愛知県弥富市前ケ須町南本田 ３３９番地１



愛知県 弥富市 クスリのアオキ 鯏浦店 0567-69-5762 愛知県弥富市鯏浦町下六 ６２番地１

愛知県 みよし市 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ三好店 05613-2-3261 愛知県みよし市三好町三好 字弁財天３５

愛知県 みよし市 イオン三好店 0561-33-3000 愛知県みよし市三好町青木 ９１番地

愛知県 みよし市 スギ薬局 スギ薬局三好ヶ丘店 05613-3-0670 愛知県みよし市三好丘 五丁目１番地５

愛知県 みよし市 スギドラッグ 黒笹店 0561-33-4250 愛知県みよし市黒笹いずみ １丁目１０番地９

愛知県 みよし市 サンドラッグ弥栄店 0561-33-5531 愛知県みよし市三好町上ヶ池 １１ー４

愛知県 あま市 スギ薬局 スギドラッグ美和店 052-449-1601 愛知県あま市篠田新割５０

愛知県 あま市 ドラッグストアマツモトキヨシ 甚目寺店 052-462-6160 愛知県あま市坂牧北浦２８ー１

愛知県 あま市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 甚目寺店 052-449-5600 愛知県あま市新居屋又屋敷５

愛知県 あま市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 甚目寺西店 052-449-5880 愛知県あま市新居屋岩屋 ７２番地

愛知県 あま市 スギドラッグ 甚目寺森店 052-414-5871 愛知県あま市森五丁目 ３番地１２

愛知県 長久手市 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ長久手店 0561-62-9381 愛知県長久手市武蔵塚 ７０４

愛知県 長久手市 スギ薬局 ドラッグスギ長久手北店 0561-65-0595 愛知県長久手市上川原 ２３ー３

愛知県 長久手市 ユニーアピタ　長久手店 0561-63-6777 愛知県長久手市戸田谷 ９０１ー１

愛知県 長久手市 スギ薬局 スギ薬局長久手店 0561-64-2515 愛知県長久手市根の神 １０７

愛知県 長久手市
スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマユータウ
ンながくて店

0561-64-2221 愛知県長久手市市ヶ洞二丁目 １３１３番地

愛知県 長久手市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 長久手店 0561-63-1731 愛知県長久手市西浦８０１

愛知県 愛知郡東郷町 ドラッグユタカ東郷店 0561-39-4422 愛知県愛知郡東郷町白鳥 二丁目１６ー１２

愛知県 愛知郡東郷町 Ｖｄｒｕｇ中部薬品 東郷西店 0561-37-5705 愛知県愛知郡東郷町兵庫 ２丁目２番

愛知県 愛知郡東郷町 スギ薬局 スギ薬局東郷西店 0561-37-5586 愛知県愛知郡東郷町三ツ池 二丁目１番地１

愛知県 丹羽郡大口町 ユニーアピタ　大口店 0587-96-2111 愛知県丹羽郡大口町丸２ー３６

愛知県 丹羽郡大口町 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 大口店 0587-94-2900 愛知県丹羽郡大口町余野 ３ー１０

愛知県 丹羽郡扶桑町 イオン扶桑店 0587-91-3200 愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名 字高塚５ー１

愛知県 丹羽郡扶桑町 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ扶桑店 0587-91-0201 愛知県丹羽郡扶桑町高雄字宮島 ２２２

愛知県 丹羽郡扶桑町 スギ薬局 スギドラッグ柏森店 0587-91-3561 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森 字長畑４１８番地

愛知県 海部郡大治町 スギヤマ薬品 ドラッグスギヤマ大治店 052-445-1200 愛知県海部郡大治町馬島山西３９

愛知県 海部郡大治町 スギ薬局大治店 052-449-7747 愛知県海部郡大治町中島字深田 １番

愛知県 海部郡蟹江町 ココカラファイン 蟹江店 0567-96-4155 愛知県海部郡蟹江町西之森 才勝４３

愛知県 海部郡蟹江町 スギ薬局 スギドラッグピアゴ蟹江店 0567-94-5181 愛知県海部郡蟹江町源氏三丁目 ２３０番地１　ピアゴ蟹江店内

愛知県 海部郡蟹江町 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品 蟹江本町店 0567-94-7611 愛知県海部郡蟹江町本町 五丁目６３番１

愛知県 海部郡蟹江町 クスリのアオキ 蟹江中央店 0567-69-5570 愛知県海部郡蟹江町学戸 二丁目１３１番地

愛知県 海部郡蟹江町 スギドラッグ 蟹江店 0567-96-5731 愛知県海部郡蟹江町学戸 一丁目２０番地

愛知県 知多郡阿久比町 ユニーアピタ　阿久比店 0569-48-7911 愛知県知多郡阿久比町椋岡 字徳吉１番１２

愛知県 知多郡阿久比町 スギ薬局 阿久比店 0569-47-0360 愛知県知多郡阿久比町白沢 字天神裏５ー１

愛知県 知多郡東浦町 スギ薬局 東浦店 0562-84-5031 愛知県知多郡東浦町緒川家下 ２２ー１

愛知県 知多郡東浦町 イオン東浦店 0562-82-2800 愛知県知多郡東浦町大字緒川 字申新田二区６７ー８

愛知県 知多郡南知多町 スギドラッグ 内海店 0569-62-3700 愛知県知多郡南知多町大字内海 字西浜田９番地１

愛知県 知多郡美浜町 スギ薬局 河和店 0569-83-1781 愛知県知多郡美浜町北方 字東側１５ー１

愛知県 知多郡美浜町 ココカラファイン 奥田店 0569-83-3939 愛知県知多郡美浜町奥田字石畑 ２５０ー２

愛知県 知多郡武豊町 スギ薬局 武豊店 0569-72-6400 愛知県知多郡武豊町平井畑２ー１

愛知県 知多郡武豊町 スギ薬局 武豊南店 0569-73-6711 愛知県知多郡武豊町東大高 字浦ノ島４２

愛知県 知多郡武豊町 スギ薬局 スギ薬局武豊北店 0569-74-1033 愛知県知多郡武豊町祠峯２ー５８

愛知県 額田郡幸田町 スギ薬局 幸田店 0564-63-3291 愛知県額田郡幸田町大草字山添６

愛知県 額田郡幸田町 スギ薬局 ドミー幸田店 0564-56-6231 愛知県額田郡幸田町大字菱池字 御林１３０番地

愛知県 額田郡幸田町 スギドラッグ フィール幸田店 0564-64-7071 愛知県額田郡幸田町大字菱池 字蔵前２８番地１



愛知県 額田郡幸田町 スギドラッグ幸田相見店 0564-64-0215 愛知県額田郡幸田町大字棚字越丸 ４９番地


