
都道府県 市区町村 店名 電話番号 住所

茨城県 水戸市 イオン水戸内原店 029-259-1400 茨城県水戸市内原２丁目 １番地

茨城県 水戸市 カワチ薬品　渡里店 029-224-6799 茨城県水戸市渡里町字新田後 ２７１３ー１

茨城県 水戸市 カワチ薬品　赤塚店 029-251-7265 茨城県水戸市河和田町 １ー１６６３ー１

茨城県 水戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ 水戸千波町 029-243-5588 茨城県水戸市千波町千波山 ２４６７ー３

茨城県 水戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ フレスポ赤塚 029-251-6160 茨城県水戸市河和田１ー１

茨城県 水戸市 ツルハドラッグ 水戸赤塚店 029-309-6722 茨城県水戸市姫子２ー３０

茨城県 水戸市 カワチ薬品　浜田店 029-233-6860 茨城県水戸市本町３ー３０２ー１

茨城県 水戸市 カワチ薬品　新原店 029-253-6516 茨城県水戸市新原１ー２ー１８

茨城県 水戸市 サンドラッグ水戸笠原店 029-305-5900 茨城県水戸市小吹町新山 ２５８２ー２

茨城県 水戸市 ツルハドラッグ 水戸見川店 029-257-7337 茨城県水戸市見川２丁目 ３０７０ー１

茨城県 水戸市 ツルハドラッグ 水戸内原店 029-259-0268 茨城県水戸市内原町字桧宮 １７５ー１７

茨城県 水戸市 ツルハドラッグ 水戸元吉田店 029-304-6268 茨城県水戸市元吉田町字東組 ３７８ー１

茨城県 水戸市 ツルハドラッグ 水戸元吉田南店 029-304-6650 茨城県水戸市元吉田町一里塚西 １２８３ー１

茨城県 水戸市 ツルハドラッグ 水戸堀町店 029-309-6268 茨城県水戸市堀町９５７番１

茨城県 水戸市 ウエルシア　水戸御茶園通り店 029-241-7348 茨城県水戸市千波町２７７番地６

茨城県 水戸市 ツルハドラッグ 水戸三の丸店 029-302-8268 茨城県水戸市三の丸２ー７外

茨城県 水戸市 ツルハドラッグ 水戸千波店 029-305-6268 茨城県水戸市千波町１７４２ー１

茨城県 水戸市 ツルハドラッグ 上水戸店 029-257-2268 茨城県水戸市上水戸 ２ー８ー５９

茨城県 水戸市 ツルハドラッグ 水戸千波西店 029-305-3268 茨城県水戸市千波町字海道付 ２３１３

茨城県 水戸市 Ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ 水戸見川店 029-251-2333 茨城県水戸市見川２ー５８ー１

茨城県 水戸市 カワチ薬品 水戸千波店 029-241-1380 茨城県水戸市笠原町１０４４ー１

茨城県 水戸市 ウエルシア 水戸元吉田店 029-304-0501 茨城県水戸市元吉田町 １５７０番地の８

茨城県 日立市 イトーヨーカ堂 日立店 0294-21-8811 茨城県日立市幸町１丁目１６番１ （株）イトーヨーカドー

茨城県 日立市 カワチ薬品　大沼店 0294-38-1337 茨城県日立市大沼町２ー５９ー１

茨城県 日立市 カワチ薬品　川尻店 0294-42-1767 茨城県日立市川尻町 ５ー５７ー１０

茨城県 日立市 カワチ薬品鮎川店 0294-36-1759 茨城県日立市鮎川町４ー７ー２１

茨城県 日立市 ツルハドラッグ 日立東町店 0294-26-8268 茨城県日立市東町４丁目５ー２

茨城県 日立市 ツルハドラッグ 日立平沢店 0294-27-2268 茨城県日立市高鈴町１丁目 ２番１号

茨城県 日立市 ツルハドラッグ 日立大みか店 0294-28-0268 茨城県日立市大みか３ー２４

茨城県 日立市 ウエルシア 日立金沢店 0294-28-6650 茨城県日立市金沢町 １ー１４ー６

茨城県 日立市 ＭＥＧＡドン・キホーテ 日立店 0294-44-8701 茨城県日立市東滑川町 ４丁目１２ー２

茨城県 日立市 ウエルシア日立南高野店 0294-29-3955 茨城県日立市南高野町 ２丁目１５番１１号

茨城県 日立市 ウエルシア 日立小木津店 0294-44-8115 茨城県日立市日高町 １丁目３０番７号

茨城県 土浦市 イオン土浦店 029-835-8000 茨城県土浦市上高津３６７番地

茨城県 土浦市 カワチ薬品　土浦南店 0298-26-8400 茨城県土浦市中高津３ー１ー３

茨城県 土浦市 カワチ薬品　真鍋店 029-823-8521 茨城県土浦市真鍋新町２０ー２０

茨城県 土浦市 ツルハドラッグ 土浦小松店 029-825-3336 茨城県土浦市小松１ー４ー２７

【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。 



茨城県 土浦市 ウエルシア薬局 土浦霞ヶ岡店 029-835-2881 茨城県土浦市霞ヶ岡町２２ー５

茨城県 土浦市 ウエルシア　ペルチ土浦店 029-825-2889 茨城県土浦市有明町１ー３０ ペルチ土浦３Ｆー３２０００

茨城県 土浦市 ウエルシア　土浦新田中店 029-823-5868 茨城県土浦市田中２丁目 １０番３５号

茨城県 土浦市 ウエルシア 土浦真鍋店 029-835-6171 茨城県土浦市真鍋 ３ー５ー２５

茨城県 土浦市 ウエルシア土浦神立店 029-834-1600 茨城県土浦市神立中央 ３丁目２番２７号

茨城県 土浦市 ツルハドラッグ 土浦生田町店 029-825-8268 茨城県土浦市生田町９番３８号

茨城県 古河市 イオン古河店 0280-31-7131 茨城県古河市旭町１丁目２ー１７

茨城県 古河市 イトーヨーカ堂 古河店 0280-31-3311 茨城県古河市雷電町１ー１８

茨城県 古河市 メイクショップ ＬＡ・ＧＡＲＥ 0280-31-4655 茨城県古河市本町１丁目１番１５ ＶＡＬ１階

茨城県 古河市 ウエルシア 古河鴻巣店 0280-48-5228 茨城県古河市大字鴻巣字徳星寺前 ９５６ー１

茨城県 古河市 ウエルシア 古河三和店 0280-77-0031 茨城県古河市諸川海道西 １１１４ー３

茨城県 古河市 カワチ薬品　古河店 0280-31-1640 茨城県古河市旭町１ー６９１ー２

茨城県 古河市 ウエルシア茨城総和薬局店 0280-91-2055 茨城県古河市下大野２００８

茨城県 古河市 ツルハドラッグ 古河諸川店 0280-75-0788 茨城県古河市諸川１６５９ー１

茨城県 古河市 カワチ薬品　古河南店 0280-48-7060 茨城県古河市鴻巣 ８９９ー１

茨城県 古河市 カワチ薬品 古河松並店 0280-23-3737 茨城県古河市松並２丁目 １６ー４０

茨城県 古河市 クリエイトＳ・Ｄ 古河下辺見店 0280-30-8448 茨城県古河市下辺見２２２６ー２

茨城県 古河市 カワチ薬品　総和店 0280-92-7609 茨城県古河市駒羽根８２１ー３

茨城県 古河市 ウエルシア古河総和店 0280-30-1005 茨城県古河市下辺見２７１５

茨城県 古河市 ヤックスドラッグ古河店 0280-23-3601 茨城県古河市下辺見２４３２

茨城県 古河市 マツモトキヨシ マーケットシティ古河店 0280-30-1285 茨城県古河市松並２丁目 １８番１０号

茨城県 古河市 ウエルシア 古河東牛谷店 0280-30-1110 茨城県古河市東牛谷字道南 １４８４ー１

茨城県 古河市 クスリのアオキ坂間店 0280-23-6672 茨城県古河市坂間２２６番地１

茨城県 古河市 クスリのアオキおなぬま店 0280-23-2122 茨城県古河市女沼 １６４７番地１

茨城県 石岡市 カワチ薬品　石岡店 0299-26-9393 茨城県石岡市東光台３ー１ー１

茨城県 石岡市 カワチ薬品 石岡北店 0299-26-0321 茨城県石岡市東大橋１９７７ー１

茨城県 石岡市 ツルハドラッグ 八郷店 0299-44-8550 茨城県石岡市柿岡字沖 ２７４３ー１

茨城県 石岡市 ウエルシア 石岡杉並店 0299-22-3458 茨城県石岡市石岡２２８０ー２

茨城県 石岡市 ツルハドラッグ 石岡店 0299-27-8268 茨城県石岡市国府３ー４ー１９

茨城県 結城市 カワチ薬品 結城南店 0296-33-7361 茨城県結城市大字結城６５３１

茨城県 結城市 ドラックストアクラモチ結城店 0296-34-8888 茨城県結城市大字結城８１８８

茨城県 結城市 サンドラッグ結城店 0296-34-7701 茨城県結城市大字結城 １１８３８ー１

茨城県 結城市 クスリのアオキ アクロス通り店 0296-45-8217 茨城県結城市大字結城 ７０１３番地１

茨城県 龍ケ崎市 イトーヨーカ堂 竜ヶ崎店 0297-65-4411 茨城県龍ヶ崎市小柴５ー１ー２

茨城県 龍ケ崎市 カワチ薬品　竜ヶ崎店 0297-62-5360 茨城県龍ヶ崎市中里１ー１ー７

茨城県 龍ケ崎市 ウエルシア 龍ヶ崎馴馬店 0297-63-7071 茨城県龍ヶ崎市馴馬町 ２９５７番地１

茨城県 龍ケ崎市 ウエルシア 龍ヶ崎佐貫店 0297-61-6260 茨城県龍ヶ崎市佐貫１ー１

茨城県 龍ケ崎市 クスリのアオキ寺後店 0297-86-8222 茨城県龍ヶ崎市寺後 ３４９３番地１

茨城県 下妻市 イオン下妻店 0296-30-1700 茨城県下妻市堀籠９７２ー１

茨城県 下妻市 ドラッグストアクラモチ下妻店 0296-30-1155 茨城県下妻市下妻丁４０９ー１

茨城県 下妻市 ウエルシア 下妻古沢店 0296-44-3101 茨城県下妻市古沢５６３番地

茨城県 常総市 ウエルシア 常総石下店 0297-42-0578 茨城県常総市新石下 ３９３０ー１

茨城県 常総市 カワチ薬品 石下店 0297-42-0350 茨城県常総市新石下４０６７

茨城県 常総市 ツルハドラッグ 水海道栄町店 0297-30-7268 茨城県常総市水海道栄町 ２６８０ー２

茨城県 常総市 カワチ薬品 水海道店 0297-22-5171 茨城県常総市水海道淵頭町 ４５５０ー２

茨城県 常総市 ウエルシア 常総北水海道店 0297-30-6030 茨城県常総市水海道森下町 ４１４１ー１



茨城県 常陸太田市 ツルハドラッグ 常陸太田店 0294-80-2680 茨城県常陸太田市木崎二町 １７２７ー１

茨城県 常陸太田市 カワチ薬品常陸太田店 0294-72-7746 茨城県常陸太田市山下町 １７０４ー４

茨城県 高萩市 イオン高萩店 0293-24-3111 茨城県高萩市安良川２３１

茨城県 高萩市 ドラッグストアマツモトキヨシ 高萩安良川 0293-22-5051 茨城県高萩市安良川１９３

茨城県 高萩市 ウエルシア 高萩店 0293-20-4008 茨城県高萩市安良川２１４ー１

茨城県 高萩市 ツルハドラッグ 高萩手綱店 0293-20-0128 茨城県高萩市下手綱 １４５９ー１

茨城県 北茨城市 調剤薬局ツルハドラッグ 北茨城店 029-330-6001 茨城県北茨城市中郷町上桜井 字細谷２８３０

茨城県 北茨城市 カワチ薬品北茨城店 0293-43-7570 茨城県北茨城市中郷町上桜井 字高田２１８７番

茨城県 北茨城市 ツルハドラッグ 北茨城大津店 0293-30-5268 茨城県北茨城市大津町北町４丁目 ５ー１５ー１

茨城県 笠間市 イオン笠間店 0296-70-1700 茨城県笠間市赤坂８番地

茨城県 笠間市 ウエルシア 笠間東店 0296-73-0998 茨城県笠間市笠間字稲荷町 ９９ー７

茨城県 笠間市 ツルハドラッグ 友部店 029-670-5778 茨城県笠間市旭町３９７ー１

茨城県 笠間市 カワチ薬品 笠間店 0296-72-7288 茨城県笠間市笠間１６９０ー１

茨城県 笠間市 カワチ薬品友部店 0296-78-2962 茨城県笠間市東平３ー１ー１５

茨城県 取手市 ドラッグストアマツモトキヨシ 藤代店 0297-83-3130 茨城県取手市藤代南２ー１６ー２

茨城県 取手市 カワチ薬品　藤代店 0297-83-3661 茨城県取手市小浮気１７５ー１

茨城県 取手市 ドラッグストアマツモトキヨシ 取手青柳店 0297-72-1305 茨城県取手市青柳町１ー８ー３１

茨城県 取手市 ウエルシア 取手戸頭２号店 0297-70-7030 茨城県取手市戸頭一丁目 ９ー７

茨城県 取手市 ウエルシア取手ゆめみ野店 0297-70-2550 茨城県取手市ゆめみ野 三丁目８番地２号

茨城県 牛久市 ドラッグストアマツモトキヨシ 牛久中央店 029-871-8161 茨城県牛久市中央２ー１６ー１２

茨城県 牛久市 カワチ薬品　ひたち野牛久店 0298-71-8800 茨城県牛久市ひたち野東 ５ー２１ー２

茨城県 牛久市 コレコレ 牛久店 0298-70-1322 茨城県牛久市ひたち野東 ５丁目５番地１

茨城県 牛久市 クリエイトＳ・Ｄ 茨城牛久中央店 029-878-2839 茨城県牛久市中央３ー３ー１

茨城県 牛久市 ツルハドラッグ ひたち野うしく店 029-878-2680 茨城県牛久市ひたち野東 ３０７ー２

茨城県 牛久市 サンドラッグ牛久南店 029-870-5575 茨城県牛久市南２丁目１２番７号

茨城県 牛久市 ウエルシア 牛久上柏田店 029-878-2051 茨城県牛久市上柏田 ２丁目３３ー６

茨城県 牛久市 ウエルシア 牛久刈谷店 029-870-2077 茨城県牛久市牛久町 ３３１８番地１

茨城県 つくば市 ＭＥＧＡドン・キホーテ つくば店 029-863-3111 茨城県つくば市学園南 ３ー１６ー１

茨城県 つくば市 イオンつくば店 029-839-1200 茨城県つくば市稲岡６６ー１

茨城県 つくば市 コクミン コクミンつくばクレオスクエアＱ’ｔ 029-848-5930 茨城県つくば市吾妻１丁目 ６番地１キュート１Ｆ

茨城県 つくば市 ウエルシア つくば学園中央店 0298-52-7678 茨城県つくば市東新井２４ー６

茨城県 つくば市 カワチ薬品　つくば桜店 0298-57-9511 茨城県つくば市桜１ー１４ー２

茨城県 つくば市
ドラッグストアマツモトキヨシ レプサモー
ルつくば店

0298-37-1221 茨城県つくば市大字下原字池向 ３８０ー５

茨城県 つくば市 カワチ薬品つくば大穂店 0298-79-0271 茨城県つくば市筑穂２ー３ー２

茨城県 つくば市 カワチ薬品 谷田部店 0298-36-6921 茨城県つくば市上横場 ２３８４ー１

茨城県 つくば市 サンドラッグつくば店 029-863-3799 茨城県つくば市竹園１丁目 ９ー２

茨城県 つくば市 ツルハドラッグ つくば研究学園店 029-868-7268 茨城県つくば市研究学園Ｃ ５０街区１「イーアスつくば」内

茨城県 つくば市 スギ薬局 つくば店 029-868-6566 茨城県つくば市小野崎字千駄刈 ２７８ー１ ＬＡＬＡガーデンつくば内

茨城県 つくば市 ウエルシア　つくば東店 029-858-8208 茨城県つくば市東２丁目 ９番１

茨城県 つくば市 カワチ薬品 つくば研究学園店 029-852-8030 茨城県つくば市研究学園 Ｃ２８街区３ー１

茨城県 つくば市 ウエルシア　つくば研究学園店 029-852-2808 茨城県つくば市苅間字篠前 １６２８

茨城県 つくば市 ウエルシア　つくば学園二の宮店 029-855-5978 茨城県つくば市二の宮 ３ー１５ー１０

茨城県 つくば市 ヤックスドラッグつくばみどりの店 029-879-5671 茨城県つくば市萱丸 一体型特定土地区画整理事業 Ｂ３０街区２

茨城県 つくば市 ウエルシア つくば谷田部店 029-839-0866 茨城県つくば市台町２ー３ー１０

茨城県 つくば市 ドラッグストアマツモトキヨシ つくば高見原 029-870-3456 茨城県つくば市高見原 １ー１ー１２



茨城県 つくば市 ウエルシア つくば研究学園北店 029-848-5650 茨城県つくば市遠東１２２３ー２ 学園の森 Ｂ１９街区１画地

茨城県 つくば市
ドラッグストアマツモトキヨシ ヨークタウン
つくば竹園店

029-850-5660 茨城県つくば市竹園１丁目 ３番１号

茨城県 つくば市 コレコレつくば店 029-860-8260 茨城県つくば市研究学園 ７丁目５４ー１

茨城県 つくば市 ウエルシア つくば桜店 029-863-5007 茨城県つくば市桜１丁目１４ー１

茨城県 ひたちなか市 ドラッグストアマツモトキヨシ 那珂湊店 029-263-2234 茨城県ひたちなか市田中後 ７４７８ー１

茨城県 ひたちなか市 カワチ薬品 ひたちなか店 029-275-1121 茨城県ひたちなか市東石川字沼 １５６７ー１

茨城県 ひたちなか市 カワチ薬品　佐和店 029-285-5901 茨城県ひたちなか市高場１２１３

茨城県 ひたちなか市 ドラッグストアマツモトキヨシ ひたちなか 029-275-5776 茨城県ひたちなか市東石川 ３６１４ー１

茨城県 ひたちなか市 ワンダーグー ひたちなか店 029-275-1651 茨城県ひたちなか市中根 ３３２５ー１０

茨城県 ひたちなか市 ツルハドラッグ 勝田店 029-353-5251 茨城県ひたちなか市青葉町 ３ー１２

茨城県 ひたちなか市 ツルハドラッグ ひたちなか市毛店 029-354-0269 茨城県ひたちなか市市毛 ９５３ー７

茨城県 ひたちなか市 ツルハドラッグ 那珂湊店 029-264-0268 茨城県ひたちなか市釈迦町 １７番１０号

茨城県 ひたちなか市 カワチ薬品　那珂湊店 029-262-5308 茨城県ひたちなか市栄町 ２ー１４ー４２

茨城県 ひたちなか市 ツルハドラッグ ひたちなか昭和通り店 029-354-1178 茨城県ひたちなか市中根字深谷津 ３３２５ー１３

茨城県 ひたちなか市 ウエルシアひたちなか堂端店 029-354-0037 茨城県ひたちなか市堂端 ２ー１ー４

茨城県 ひたちなか市 マツモトキヨシ ひたちなか笹野店 029-202-5055 茨城県ひたちなか市笹野町 １丁目９番４号

茨城県 ひたちなか市 ウエルシアひたちなか外野店 029-202-5022 茨城県ひたちなか市外野 ２丁目１２ー４

茨城県 ひたちなか市 ウエルシア ひたちなか市毛店 029-354-8630 茨城県ひたちなか市大字市毛 ８２２ー５

茨城県 鹿嶋市 イオン鹿嶋店 0299-83-0111 茨城県鹿嶋市宮中２９０ー１

茨城県 鹿嶋市 ウエルシア 鹿嶋プラザ店 0299-84-7818 茨城県鹿嶋市大字宮中字東山 ２８９ー１

茨城県 鹿嶋市 カワチ薬品　鹿嶋店 0299-84-7727 茨城県鹿嶋市平井１２９０ー１

茨城県 鹿嶋市 ウエルシア 鹿嶋大野店 0299-90-9100 茨城県鹿嶋市大字和７８９ー２

茨城県 鹿嶋市 ウエルシア鹿嶋平井店 0299-85-2252 茨城県鹿嶋市旭ヶ丘 ２ー８ー１

茨城県 潮来市 ウエルシア 潮来須賀南店 0299-63-2230 茨城県潮来市須賀南２８９

茨城県 守谷市 マツモトキヨシ 守谷薬師台店 0297-48-1341 茨城県守谷市薬師台１ー１ー２

茨城県 守谷市 カワチ薬品　守谷店 0297-46-2311 茨城県守谷市美園２ー１６ー２

茨城県 守谷市 ウエルシア薬局　守谷ひがし野店 0297-21-1560 茨城県守谷市ひがし野 ２丁目２ー１

茨城県 守谷市 コレコレ 守谷店 0297-21-1090 茨城県守谷市松ヶ丘６ー６ー１

茨城県 守谷市 ドラッグスギ アクロスモール守谷店 0297-20-6026 茨城県守谷市松ヶ丘６ー６ー１

茨城県 守谷市 サンドラッグ守谷店 0297-20-6630 茨城県守谷市松並 １９３０番地１０９

茨城県 守谷市 カワチ薬品 守谷松並店 0297-46-2721 茨城県守谷市松並１８６５ー１

茨城県 常陸大宮市 イオン常陸大宮店 02955-4-1700 茨城県常陸大宮市下村田２３８７

茨城県 常陸大宮市 カワチ薬品　常陸大宮店 0295-53-0047 茨城県常陸大宮市泉５２１ー６

茨城県 常陸大宮市 ウエルシア 大宮山方店 0295-54-4880 茨城県常陸大宮市山方町 下湯沢内５８２ー２

茨城県 那珂市 ウエルシア 那珂竹之内店 029-298-8682 茨城県那珂市竹ノ内 三丁目７番地３

茨城県 那珂市 カワチ薬品 那珂店 029-295-3101 茨城県那珂市菅谷５４７４ー１

茨城県 那珂市 ツルハドラッグ 那珂竹ノ内店 029-353-2268 茨城県那珂市竹ノ内 １ー５ー１０

茨城県 那珂市 カワチ薬品 サンモリノ那珂店 029-353-0350 茨城県那珂市菅谷１６１８ー２

茨城県 筑西市 ドラッグストアクラモチ明野店 0296-52-6200 茨城県筑西市海老ヶ島９０５ー１

茨城県 筑西市 カワチ薬品 下館西店 0296-25-1961 茨城県筑西市西谷貝２４７ー１

茨城県 筑西市 ウエルシア薬局 下館南店 0296-21-0227 茨城県筑西市乙９１６

茨城県 筑西市 カワチ薬品　下館南店 0296-25-6103 茨城県筑西市下岡崎 ３ー９ー１

茨城県 筑西市 ドラッグストアマツモトキヨシ 玉戸モール 0296-26-8233 茨城県筑西市玉戸１０１８ー４１

茨城県 筑西市 プチコレ下館店 0296-22-2420 茨城県筑西市菅谷字石堀１５１３

茨城県 筑西市 クスリのアオキ明野店 0296-45-7215 茨城県筑西市海老ヶ島 ７８７番地３



茨城県 坂東市 ドラックストア クラモチ　沓掛店 0297-44-3111 茨城県坂東市沓掛４１１１ー１

茨城県 坂東市 カワチ薬品　坂東店 0297-35-3685 茨城県坂東市辺田１１０４ー１

茨城県 坂東市 ウエルシア 坂東岩井本町店 0297-36-3068 茨城県坂東市岩井２７４６番地

茨城県 坂東市 クスリのアオキ沓掛店 0297-34-1082 茨城県坂東市沓掛 ４２４８番地１

茨城県 稲敷市 マツモトキヨシ 江戸崎店 0298-92-7712 茨城県稲敷市江戸崎甲２１３７

茨城県 稲敷市 ツルハドラッグ 江戸崎店 029-834-5933 茨城県稲敷市江戸崎甲４８３６ 江戸崎ショッピングセンター１Ｆ

茨城県 かすみがうら市 カワチ薬品千代田店 029-832-8734 茨城県かすみがうら市下稲吉 ２６３３ー７

茨城県 かすみがうら市 ツルハドラッグ 千代田店 0299-37-7708 茨城県かすみがうら市新治 １８２７ー３２

茨城県 桜川市 ウエルシア 真壁店 0296-20-7418 茨城県桜川市真壁町飯塚９９８

茨城県 神栖市 ドラッグストアマツモトキヨシ 神栖店 0299-92-2571 茨城県神栖市大野原４ー４ー５

茨城県 神栖市 カワチ薬品　神栖店 0299-92-9883 茨城県神栖市平泉２６５ー２２

茨城県 神栖市 コレコレ 鹿島店 0299-91-0175 茨城県神栖市掘割３ー３ー２０ ワンダーｇｏｏ内

茨城県 神栖市 ウエルシア 神栖掘割店 0299-93-2408 茨城県神栖市掘割３ー４ー３

茨城県 神栖市 ウエルシア 神栖波崎店 0479-44-2530 茨城県神栖市波崎８５１９番地

茨城県 神栖市 マツモトキヨシ ライフガーデン神栖店 0299-95-5560 茨城県神栖市平泉８ー８０

茨城県 神栖市 ウエルシア 神栖土合本町店 0479-48-5066 茨城県神栖市土合本町 ４ー９８０９ー４５１

茨城県 行方市 ウエルシア 行方麻生店 0299-72-3108 茨城県行方市麻生 ３２８９ー４６

茨城県 鉾田市 クリエイトＳ・Ｄ 鉾田店 0291-34-7455 茨城県鉾田市新鉾田西１ー５ー１

茨城県 鉾田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 鉾田アクロス 0291-34-1055 茨城県鉾田市塔ヶ崎１０１７ー１ ショッピングガーデンアクロス内

茨城県 鉾田市 カワチ薬品　鉾田店 0291-33-5070 茨城県鉾田市安房１６４７ー６

茨城県 鉾田市 ヤックスドラッグ鉾田店 0291-32-9010 茨城県鉾田市汲上１１６０ー１

茨城県 鉾田市
ドラッグストアマツモトキヨシ 鉾田ビッグハ
ウス店

0291-36-0122 茨城県鉾田市滝浜４８２ー１

茨城県 つくばみらい市 ドラッグストアクラモチ 谷和原店 0297-57-6111 茨城県つくばみらい市小絹 ９２５ー３

茨城県 つくばみらい市 ウエルシア みらい平駅前店 0297-58-7188 茨城県つくばみらい市小張 ３０９５

茨城県 つくばみらい市 クリエイトＳ・Ｄ つくばみらい店 0297-20-5077 茨城県つくばみらい市絹の台 １ー６ー１

茨城県 つくばみらい市 ツルハドラッグ みらい平店 0297-57-7780 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘 １丁目２番地１

茨城県 つくばみらい市 ヤックスドラッグつくばみらい平店 0297-38-6125 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘 ５ー１ー１

茨城県 小美玉市 ツルハドラッグ 茨城小川店 0299-37-1755 茨城県小美玉市野田字御用山 ３５４ー１

茨城県 東茨城郡茨城町 カワチ薬品茨城町店 029-292-9221 茨城県東茨城郡茨城町長岡 ３４８１ー５８２

茨城県 東茨城郡茨城町 ツルハドラッグ 水戸南店 029-219-0006 茨城県東茨城郡茨城町大字長岡 ３４８０ー１

茨城県 東茨城郡茨城町 ツルハドラッグ 茨城桜の郷店 029-219-0268 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷 ３２９４ー６

茨城県 東茨城郡城里町 ツルハドラッグ 城里店 029-255-7555 茨城県東茨城郡城里町大字那珂西 字東大堀２４１３

茨城県 東茨城郡城里町 カワチ薬品 城里店 029-288-7470 茨城県東茨木郡城里町那珂西 ２５６１ー１

茨城県 那珂郡東海村 イオン東海店 029-287-3311 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東 ４ー１ー１

茨城県 那珂郡東海村 ウエルシア 東海舟石川店 029-287-2288 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西 ２ー９ー１２

茨城県 那珂郡東海村 ドラッグストアマツモトキヨシ 東海店 029-287-3121 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西 ３ー１３ー２２

茨城県 那珂郡東海村 ツルハドラッグ 東海店 029-270-5977 茨城県那珂郡東海村村松北 １丁目８２５ー１

茨城県 久慈郡大子町 トライウェル大子店 0295-79-0155 茨城県久慈郡大子町池田 １３２１ー１

茨城県 久慈郡大子町 ウエルシア 大子池田店 0295-79-1688 茨城県久慈郡大子町池田字寺下 １５０ー６

茨城県 稲敷郡阿見町 カワチ薬品　荒川沖店 0298-41-1134 茨城県稲敷郡阿見町大字荒川沖字 住吉１８９１ー１

茨城県 稲敷郡阿見町 ツルハドラッグ 荒川本郷店 029-843-6226 茨城県稲敷郡阿見町本郷 ３ー１ー１

茨城県 稲敷郡阿見町 Ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ 阿見店 029-887-8910 茨城県稲敷郡阿見町中郷２丁目 ２３番１１号

茨城県 結城郡八千代町 ドラッグストアクラモチ 八千代南店 0296-30-3399 茨城県結城郡八千代町大字 菅谷６９１ー６

茨城県 猿島郡境町 ドラッグストアクラモチ境店 0280-81-2088 茨城県猿島郡境町４５８

茨城県 猿島郡境町 ウエルシア薬局　茨城境町店 0280-81-2151 茨城県猿島郡境町３８ー３ ウエルシアタウン内



茨城県 北相馬郡利根町 サンドラッグ利根町店 0297-61-7471 茨城県北相馬郡利根町もえぎ野台 ２ー１ー１

栃木県 宇都宮市 ローズマリー 宇都宮店 028-611-2077 栃木県宇都宮市馬場通り ３ー１ー１パルコ３Ｆ

栃木県 宇都宮市 ユニーアピタ　宇都宮店 028-684-2211 栃木県宇都宮市江曽島本町 ２２ー７

栃木県 宇都宮市 ＭＥＧＡドン・キホーテ　宇都宮店 028-632-3810 栃木県宇都宮市馬場通り ２ー３ー１２

栃木県 宇都宮市 イトーヨーカ堂 宇都宮店 028-661-0111 栃木県宇都宮市陽東６ー２ー１

栃木県 宇都宮市 カワチ薬品 戸祭北店 028-650-5525 栃木県宇都宮市上戸祭町字追越 ３００７ー２

栃木県 宇都宮市 ドラッグストアマツモトキヨシ 宇都宮細谷 028-627-2661 栃木県宇都宮市細谷町 １ー３９０ー１

栃木県 宇都宮市 カワチ薬品 石井町店 028-663-7311 栃木県宇都宮市石井町 ２８００ー１５５

栃木県 宇都宮市 カワチ薬品 三の沢店 028-648-1262 栃木県宇都宮市鶴田町 １１０１ー３

栃木県 宇都宮市 ウエルシア 宇都宮五代店 028-688-3338 栃木県宇都宮市五代１ー３ー７

栃木県 宇都宮市 カワチ薬品 今泉店 028-662-6369 栃木県宇都宮市東今泉 ２ー５ー１１

栃木県 宇都宮市
ドラッグストアマツモトキヨシ 宇都宮御
幸ヶ原町店

028-660-5510 栃木県宇都宮市御幸ヶ原町 ５０ー１ヨークベニマル内

栃木県 宇都宮市 カワチ薬品 泉が丘店 028-660-7871 栃木県宇都宮市泉が丘 ６ー１ー４５

栃木県 宇都宮市 カワチ薬品上三川インター店 028-656-2031 栃木県宇都宮市インターパーク ６ー５ー４

栃木県 宇都宮市 カワチ薬品　西川田店 028-659-5361 栃木県宇都宮市西川田町 ８３１ー１

栃木県 宇都宮市 アインズ＆トルペ ララスクエア宇都宮店 028-600-2880 栃木県宇都宮市駅前通り １ー４ー６ ララスクエア宇都宮１Ｆ

栃木県 宇都宮市 ウエルシア薬局 宇都宮平松本町店 028-651-0866 栃木県宇都宮市平松本町３５ー１

栃木県 宇都宮市 ウエルシア薬局 宇都宮戸祭店 028-650-4744 栃木県宇都宮市戸祭町３０２２

栃木県 宇都宮市
ドラッグストアマツモトキヨシ 宇都宮テクノ
ポリス店

028-670-6901 栃木県宇都宮市野高谷町 ５８４ー２

栃木県 宇都宮市 カワチ薬品　若松原店 028-654-2780 栃木県宇都宮市北若松原 １ー１７ー１７

栃木県 宇都宮市 ウエルシア薬局 宇都宮今泉新町店 028-664-1852 栃木県宇都宮市今泉新町 ２６０ー６

栃木県 宇都宮市 ウエルシア薬局 宇都宮テクノポリス店 028-670-8310 栃木県宇都宮市ゆいの杜 ５ー２６ー２９

栃木県 宇都宮市 ドラッグストアマツモトキヨシ 宇都宮今泉 028-639-6485 栃木県宇都宮市中今泉３丁目 １番２９号

栃木県 宇都宮市 カワチ薬品岡本店 028-673-7408 栃木県宇都宮市下岡本町 ４５２９ー１

栃木県 宇都宮市 ドン・キホーテ 宇都宮店 028-610-5511 栃木県宇都宮市簗瀬町字１丁田 １５９０ー６

栃木県 宇都宮市 薬マツモトキヨシ 宇都宮駅ビルパセオ店 028-627-8536 栃木県宇都宮市川向町１番２３号

栃木県 宇都宮市 ツルハドラッグ 宇都宮東宿郷店 028-610-0268 栃木県宇都宮市東宿郷６丁目 ９番１７号

栃木県 宇都宮市
ドラッグストアマツモトキヨシ 宇都宮平松
本町店

028-610-0256 栃木県宇都宮市平松本町 １１０９番８号

栃木県 宇都宮市 ツルハドラッグ 宇都宮戸祭店 028-600-4268 栃木県宇都宮市戸祭 ３丁目　６番２号

栃木県 宇都宮市 ウエルシア 宇都宮簗瀬店 028-651-0811 栃木県宇都宮市簗瀬町 １８４７番地１

栃木県 宇都宮市 ツルハドラッグ 宇都宮東峰町店 028-613-0268 栃木県宇都宮市東峰町 ３４５１ー１他

栃木県 宇都宮市 ツルハドラッグ 宇都宮簗瀬店 028-610-2268 栃木県宇都宮市簗瀬 １丁目１番１号

栃木県 宇都宮市 ウエルシア 宇都宮簗瀬２号店 028-614-8022 栃木県宇都宮市簗瀬町 ２５６１ー１

栃木県 宇都宮市 ツルハドラッグ 宇都宮野沢店 028-666-2268 栃木県宇都宮市野沢町 ５３ー１

栃木県 宇都宮市 ウエルシア宇都宮兵庫塚店 028-688-3260 栃木県宇都宮市兵庫塚町 １７３番地１

栃木県 宇都宮市 カワチ薬品 針ヶ谷店 028-653-2980 栃木県宇都宮市針ヶ谷町 ４７２ー７

栃木県 宇都宮市 サンドラッグ宇都宮石井店 028-650-0540 栃木県宇都宮市石井町 ３３５１番地１

栃木県 宇都宮市 ツルハドラッグ 宇都宮平松本町店 028-614-8268 栃木県宇都宮市平松本町 １１３９ー１

栃木県 宇都宮市 ウエルシア 宇都宮鶴田町店 028-688-0550 栃木県宇都宮市鶴田町１８９番１

栃木県 宇都宮市 ウエルシア 戸祭元町店 028-650-0540 栃木県宇都宮市戸祭元町１０ー７

栃木県 足利市 ユニーアピタ　足利店 0284-72-8811 栃木県足利市朝倉町２４５

栃木県 足利市 ドラッグストアマツモトキヨシ 足利朝倉店 0284-73-7356 栃木県足利市朝倉町２５６

栃木県 足利市 マツモトキヨシ足利大橋店 0284-42-6711 栃木県足利市大橋町 １ー２０２６ー１



栃木県 足利市 カワチ薬品 足利南店 0284-72-8538 栃木県足利市福居町１５５５ー１

栃木県 足利市 ドラッグストアマツモトキヨシ 足利大前店 0284-62-8605 栃木県足利市大前町仲田 ６６４ー１

栃木県 足利市 カワチ薬品　足利北店 0284-41-1131 栃木県足利市新山町２２３３ー１

栃木県 足利市 ウエルシア薬局足利朝倉店 0284-70-0662 栃木県足利市田中町３０ー３

栃木県 足利市 カワチ薬品　足利西店 0284-73-2512 栃木県足利市借宿町５５７ー１

栃木県 足利市 サンドラッグ足利店 0284-70-0933 栃木県足利市朝倉町 ２ー２１ー１６

栃木県 足利市 サンドラッグ アシコタウンあしかが店 0284-40-2170 栃木県足利市大月町３番地２

栃木県 足利市 ウエルシア　足利大前店 0284-65-0337 栃木県足利市大前町８２７ー１

栃木県 足利市 クスリのアオキ大町店 0284-22-8223 栃木県足利市大町５３１番地１

栃木県 足利市 クスリのアオキ 新山店 0284-64-7501 栃木県足利市新山町 ２２５９番地５

栃木県 足利市 ドラッグストアマツモトキヨシ 足利助戸店 0284-44-5100 栃木県足利市助戸１丁目６８０

栃木県 栃木市 イオン栃木店 0282-22-7711 栃木県栃木市箱森町３８ー４０

栃木県 栃木市 カワチ薬品 箱森店 0282-23-6966 栃木県栃木市箱森町１１ー４２

栃木県 栃木市 ウエルシア 栃木片柳店 0282-20-5508 栃木県栃木市片柳町４ー２ー２８

栃木県 栃木市 カワチ薬品栃木インター店 0282-22-0841 栃木県栃木市箱森町３８ー６３

栃木県 栃木市 カワチ薬品　祝町店 0282-22-4280 栃木県栃木市祝町７番２６号

栃木県 栃木市 カワチ薬品　大平町店 0282-43-1350 栃木県栃木市大平町下皆川 ２９９ー１

栃木県 栃木市 サンドラッグ大平町店 0282-45-2531 栃木県栃木市大平町下皆川 ２１５ー２

栃木県 栃木市 スギドラッグ とりせん大平店 0282-21-8061 栃木県栃木市大平町西水代 １８３７番地１ とりせん内

栃木県 栃木市 カワチ薬品　都賀インター店 0282-27-2660 栃木県栃木市大宮町 ２８１５

栃木県 栃木市 ツルハドラッグ 新栃木店 0282-20-7268 栃木県栃木市平柳町１丁目 ２７番３号

栃木県 栃木市 ツルハドラッグ 栃木平柳店 0282-20-2268 栃木県栃木市平柳町１丁目 ４０番７号

栃木県 栃木市 カワチ薬品 城内店 0282-24-2061 栃木県栃木市城内町 ２ー２ー１７

栃木県 栃木市 スギドラッグ 栃木岩舟店 0282-21-8761 栃木県栃木市岩舟町静 ８７９番地３

栃木県 栃木市 クスリのアオキ倭町店 0282-25-7385 栃木県栃木市倭町８番２３号

栃木県 佐野市 イオン佐野新都市店 0283-20-5252 栃木県佐野市高萩町１０００ー１

栃木県 佐野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 佐野赤坂店 0283-24-1466 栃木県佐野市赤坂町９５４ー１

栃木県 佐野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 佐野浅沼店 0283-21-0587 栃木県佐野市浅沼町字富士之宮 １２２ー２

栃木県 佐野市 カワチ薬品 佐野店 0283-21-6655 栃木県佐野市堀米町４３５ー１

栃木県 佐野市 カワチ薬品佐野西店 0283-22-5850 栃木県佐野市堀米町１７２８ー１

栃木県 佐野市 カワチ薬品　田沼店 0283-62-6223 栃木県佐野市田沼町 ２７３ー１

栃木県 佐野市 カワチ薬品　佐野南店 0283-24-8756 栃木県佐野市高萩町屋敷西 ４７７ー１０

栃木県 佐野市 ウエルシア佐野植上店 0283-20-5025 栃木県佐野市植上町 １７８６番地２

栃木県 佐野市 サンドラッグ佐野田島町店 0283-20-8051 栃木県佐野市田島町字東 ４８番地１

栃木県 佐野市 ウエルシア 佐野富岡店 0283-27-2956 栃木県佐野市富岡町 １７１２番地１

栃木県 佐野市 クスリのアオキ 田沼店 0283-85-8011 栃木県佐野市田沼町 １８０３番地４

栃木県 佐野市 クスリのアオキ 大橋店 0283-25-8121 栃木県佐野市大橋町 ２０８２番地５

栃木県 佐野市 クスリのアオキ 高萩店 0283-86-7557 栃木県佐野市高萩町４２３番地

栃木県 鹿沼市 カワチ薬品 鹿沼南店 0289-63-5960 栃木県鹿沼市西茂呂４ー４ー１

栃木県 鹿沼市 ドラッグストアマツモトキヨシ 鹿沼西茂呂 0289-64-5641 栃木県鹿沼市西茂呂２ー２３ー５

栃木県 鹿沼市 カワチ薬品　千渡店 0289-63-5691 栃木県鹿沼市千渡１７５４ー４

栃木県 鹿沼市 クスリのアオキ 東町店 0289-77-7705 栃木県鹿沼市東町２丁目 ２番４１号

栃木県 鹿沼市 ツルハドラッグ 鹿沼日吉町店 0289-60-1268 栃木県鹿沼市日吉町 ５９８ー１

栃木県 日光市 イオン今市店 0288-30-2000 栃木県日光市豊田７９ー１

栃木県 日光市 カワチ薬品 今市店 0288-22-3221 栃木県日光市瀬尾４９ー２

栃木県 日光市 ウエルシア 日光今市店 0288-22-8388 栃木県日光市芹沼１４６１ー２



栃木県 日光市 ウエルシア 日光今市大沢店 0288-26-9158 栃木県日光市木和田島 １５６７ー４

栃木県 小山市 イトーヨーカ堂 小山店 0285-23-6111 栃木県小山市駅東通り ２ー３ー１５

栃木県 小山市 イオン小山店 0285-30-3000 栃木県小山市中久喜１４６７ー１

栃木県 小山市 カワチ薬品 小山東店 0285-25-5677 栃木県小山市大字犬塚４０５ー４

栃木県 小山市 ウエルシア薬局 小山花垣店 0285-30-7502 栃木県小山市花垣町１ー４ー２９

栃木県 小山市 ウエルシア薬局 小山西城南店 0285-31-4670 栃木県小山市西城南 ６ー１１ー４

栃木県 小山市 カワチ薬品　小山西店 0285-24-7580 栃木県小山市大字神鳥谷 ７００ー１

栃木県 小山市 スギ薬局 小山西城南店 0285-31-0393 栃木県小山市西城南 ３ー１２ー１３

栃木県 小山市 ウエルシア薬局 小山城東店 0285-20-3865 栃木県小山市城東 ３ー２３ー４

栃木県 小山市 ウエルシア 小山駅南町店 0285-31-0053 栃木県小山市駅南町２ー６ー１

栃木県 小山市 サンドラッグ小山雨ヶ谷店 0285-31-0909 栃木県小山市大字雨ヶ谷 ８９７番地

栃木県 小山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 小山東城南 0285-31-0588 栃木県小山市東城南 ４丁目３４ー７

栃木県 小山市 カワチ薬品東城南店 0285-28-0620 栃木県小山市東城南 １ー３３ー１

栃木県 小山市 アインズ＆トルペ 小山駅店 0285-37-9062 栃木県小山市城山町 ３丁目３番２２号 Ｄｉｌａ小山２階駅構内

栃木県 小山市 カワチ薬品 小山駅東通り店 0285-25-5581 栃木県小山市大字稲葉郷 １０３７ー１３

栃木県 小山市 カワチ薬品 間々田店 0285-45-2900 栃木県小山市大字間々田２４１９

栃木県 小山市 ウエルシア 小山神鳥谷店 0285-20-8030 栃木県小山市神鳥谷 ５丁目１７番２３号

栃木県 小山市
薬マツモトキヨシ おやまゆうえんハーヴェ
ストウォーク店

0285-20-0050 栃木県小山市喜沢１４７５

栃木県 真岡市 カワチ薬品 真岡西店 0285-85-0811 栃木県真岡市上高間木３ー２ー１

栃木県 真岡市 ウエルシア 真岡高間木店 0285-81-1908 栃木県真岡市下高間木３２ー１

栃木県 真岡市 カワチ薬品　真岡東店 0285-84-7531 栃木県真岡市荒町３ー５０ー２

栃木県 真岡市 カワチ薬品　二宮店 0285-74-3740 栃木県真岡市久下田７１１

栃木県 真岡市 ウエルシア 真岡亀山店 0285-80-7380 栃木県真岡市亀山 １丁目１９番地１

栃木県 真岡市 ウエルシア 真岡荒町店 0285-80-8410 栃木県真岡市荒町三丁目 ４４番地２

栃木県 真岡市 クスリのアオキ 下高間木店 0285-81-6330 栃木県真岡市下高間木２丁目 １１番地１

栃木県 大田原市 カワチ薬品 大田原南店 0287-24-2223 栃木県大田原市加治屋 ９４ー１１７

栃木県 大田原市 ドラッグストアマツモトキヨシ 大田原店 0287-23-5570 栃木県大田原市美原 １ー３１５９ー１

栃木県 大田原市 ウエルシア 大田原本町店 0287-24-6700 栃木県大田原市本町 １丁目２７０５番８８

栃木県 大田原市 ウエルシア アクロスプラザ大田原店 0287-20-0001 栃木県大田原市若松町 １６４２ー６

栃木県 矢板市 カワチ薬品 矢板南店 0287-44-2332 栃木県矢板市木幡１５６３ー１

栃木県 矢板市 サンドラッグ矢板店 0287-40-0801 栃木県矢板市富田字原田 １７０ー１

栃木県 那須塩原市 カワチ薬品黒磯店 0287-64-5602 栃木県那須塩原市末広町６５ー２

栃木県 那須塩原市 ドラッグストアマツモトキヨシ 黒磯店 0287-64-3605 栃木県那須塩原市豊住町７８ー５

栃木県 那須塩原市 カワチ薬品大田原西店 0287-36-7428 栃木県那須塩原市字緑 １ー８ー４４

栃木県 那須塩原市 ウエルシア薬局 西那須野南郷屋店 0287-39-5255 栃木県那須塩原市新南 １６３ー７８４

栃木県 那須塩原市
ドラッグストアマツモトキヨシ エイトタウン
那須塩原店

0287-64-5750 栃木県那須塩原市鍋掛字鍋掛原 １０８７ー１３８３

栃木県 那須塩原市 サンドラッグ西那須野店 0287-39-6630 栃木県那須塩原市太夫塚 ６ー２３２ー３１

栃木県 那須塩原市 カワチ薬品下永田店 0287-37-0881 栃木県那須塩原市下永田 １ー１００３ー１

栃木県 那須塩原市
ドラッグストアマツモトキヨシ 那須塩原東
三島店

0287-39-1016 栃木県那須塩原市東三島 ５丁目１０３ー９

栃木県 さくら市 ドラッグストアマツモトキヨシ 氏家店 028-682-0231 栃木県さくら市櫻野字五斗蒔 ４４０ー１

栃木県 さくら市 カワチ薬品さくら店 028-681-2411 栃木県さくら市櫻野４８６

栃木県 さくら市 サンドラッグ氏家店 028-681-7655 栃木県さくら市氏家２８９２ー１

栃木県 さくら市 ウエルシア 喜連川店 028-686-7036 栃木県さくら市喜連川１６６番地



栃木県 下野市 マツモトキヨシ自治医大店 0285-44-0013 栃木県下野市緑１ー９ー４

栃木県 下野市
ドラッグストアマツモトキヨシ ヨークタウン
石橋店

0285-53-8285 栃木県下野市下古山字北原 ３３６２ー１

栃木県 下野市 ウエルシア下野小金井店 0285-43-1056 栃木県下野市柴 ８３０番地９

栃木県 河内郡上三川町 ウエルシア上三川しらさぎ店 0285-55-0681 栃木県河内郡上三川町しらさぎ 二丁目３２番地２３

栃木県 芳賀郡益子町 カワチ薬品　益子店 0285-72-8666 栃木県芳賀郡益子町北中１３ー１

栃木県 芳賀郡益子町 ウエルシア 益子町役場前店 0285-70-1311 栃木県芳賀郡益子町大字益子字 大堤１９９４ー５

栃木県 芳賀郡芳賀町 カワチ薬品　芳賀店 028-677-8711 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井 １０８８ー１

栃木県 下都賀郡壬生町 カワチ薬品 おもちゃのまち東店 0282-86-3012 栃木県下都賀郡壬生町 おもちゃのまち３ー１ー３０

栃木県 下都賀郡野木町 ドラッグストアクラモチ野木店 0280-55-2900 栃木県下都賀郡野木町大字丸林 ５５９

栃木県 下都賀郡野木町 ドラッグストアマツモトキヨシ 野木店 0280-57-0373 栃木県下都賀郡野木町大字丸林 字雷電５６５ー１

栃木県 下都賀郡野木町 クスリのアオキ 丸林店 0280-33-7977 栃木県下都賀郡野木町大字丸林 ６７６番地９

栃木県 下都賀郡野木町 クスリのアオキ 友沼店 0280-33-7911 栃木県下都賀郡野木町大字友沼 ５９８７番地１

栃木県 塩谷郡高根沢町 ドラッグストアマツモトキヨシ 高根沢店 028-675-7360 栃木県塩谷郡高根沢町光陽台 ３ー１１ー１

栃木県 那須郡那珂川町 カワチ薬品小川店 0287-96-5585 栃木県那須郡那珂川町小川 ２３８２ー３

群馬県 前橋市 ドラッグストアマツモトキヨシ 前橋関根店 027-233-6976 群馬県前橋市関根町３３８

群馬県 前橋市 カワチ薬品　前橋南店 027-225-0333 群馬県前橋市六供町８９３ー１

群馬県 前橋市 ウエルシア前橋青柳薬局 027-219-0581 群馬県前橋市青柳町字宿前 ５０４ー１

群馬県 前橋市 ウエルシア三俣薬局 027-219-0600 群馬県前橋市三俣町 ３ー１０ー２０

群馬県 前橋市 ドラッグスギ 朝日町店 027-223-8426 群馬県前橋市朝日町 １ー２８ー１０

群馬県 前橋市 ドラッグスギ 下細井店 027-310-1250 群馬県前橋市下細井町 ２３１２ー２

群馬県 前橋市 ドラッグスギ 天川大島店 027-290-2116 群馬県前橋市天川大島町 １１８ー２

群馬県 前橋市 ウエルシア薬局前橋朝倉店 027-219-0600 群馬県前橋市朝倉町４ー１０ー４

群馬県 前橋市 ドラッグスギ 時沢店 027-230-5570 群馬県前橋市富士見町時沢７９１

群馬県 前橋市 カワチ薬品　大胡店 027-283-0154 群馬県前橋市茂木町 １１７０ー１

群馬県 前橋市 ウエルシア薬局前橋天川大島店 027-290-6155 群馬県前橋市天川大島町 ３３ー１

群馬県 前橋市 サンドラッグ前橋店 027-280-8830 群馬県前橋市小屋原町 ４７２ー１

群馬県 前橋市 ドラッグスギ 新日吉店 027-219-0606 群馬県前橋市日吉町３ー１４ー３

群馬県 前橋市 カワチ薬品大利根店 027-255-3611 群馬県前橋市下新田町 ２９９ー１

群馬県 前橋市 サンドラッグ前橋国領店 027-219-2022 群馬県前橋市国領町２ー１４ー１

群馬県 前橋市 ドラッグスギ 東片貝店 027-210-6150 群馬県前橋市東片貝町６０１

群馬県 前橋市 クスリのアオキ 江田店 027-210-7400 群馬県前橋市江田町６０２番１

群馬県 前橋市 カワチ薬品元総社店 027-253-8800 群馬県前橋市元総社町 ２ー１５ー１７

群馬県 前橋市 サンドラッグ新前橋店 027-280-4721 群馬県前橋市古市町１８０番地１

群馬県 前橋市 ウエルシア　前橋荒牧店 027-219-2562 群馬県前橋市荒牧町１丁目 ２４番１

群馬県 前橋市 クスリのアオキ総社店 027-210-5065 群馬県前橋市総社町 ２丁目１３番１９

群馬県 前橋市 カワチ薬品 下小出店 027-231-5380 群馬県前橋市下小出町 １ー１ー５

群馬県 前橋市 ウエルシア前橋北代田店 027-219-1355 群馬県前橋市北代田町 ６４９番地４

群馬県 前橋市 クスリのアオキ高井店 027-226-1511 群馬県前橋市高井町 １丁目３５番地６４

群馬県 前橋市 クスリのアオキ南町店 027-289-5335 群馬県前橋市南町 一丁目１７番２３号

群馬県 前橋市 クスリのアオキ　天川大島店 027-226-1154 群馬県前橋市天川大島町 ２４０ー１

群馬県 前橋市 スギドラッグ大友店 027-254-0857 群馬県前橋市大友町 ３丁目２番地５

群馬県 前橋市 クスリのアオキ城東店 027-226-1861 群馬県前橋市城東町３ー２１ー７

群馬県 高崎市 イオンスタイル高崎駅前店 027-310-2100 群馬県高崎市八島町４６ー１ 高崎オーパ１階

群馬県 高崎市 イオン高崎店 027-372-7503 群馬県高崎市棟高町１４００番地

群馬県 高崎市 ユニーアピタ　高崎店 027-346-1001 群馬県高崎市矢中町字淵野内 ６６８ー１



群馬県 高崎市 カワチ薬品　高崎駅東店 027-324-5531 群馬県高崎市高関町４４ー１

群馬県 高崎市 ウエルシア　高崎上佐野店 027-310-6370 群馬県高崎市上佐野町粕沢 ９０７ー１

群馬県 高崎市 ドラッグスギ 筑縄店 027-364-8461 群馬県高崎市筑縄町２０ー１

群馬県 高崎市 カワチ薬品　大八木店 027-363-8611 群馬県高崎市大八木町 ６２２ー４

群馬県 高崎市 マルエドラッグ　高崎箕郷店 027-371-1388 群馬県高崎市箕郷町上芝１８３

群馬県 高崎市 スギ薬局 ウニクス高崎店 027-370-5481 群馬県高崎市飯塚町１１５０ー５ ウニクス高崎店内

群馬県 高崎市 ドラッグスギ 中居店 027-352-4920 群馬県高崎市中居町４ー７ー１

群馬県 高崎市 ドラッグスギ 高崎剣崎店 027-344-5503 群馬県高崎市剣崎町１０６４ー１

群馬県 高崎市 ドラッグスギ 高崎日高町店 027-370-8890 群馬県高崎市日高町１３７９番地

群馬県 高崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 高崎新保町 027-370-3005 群馬県高崎市新保町字諏訪 ４２２ー１

群馬県 高崎市 クスリのアオキ 飯塚店 027-360-3001 群馬県高崎市飯塚町７２３ー１

群馬県 高崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 高崎並榎町 027-370-1005 群馬県高崎市並榎町６１ー１

群馬県 高崎市 マルエドラッグ 高崎新町店 0274-20-2151 群馬県高崎市新町 ２１４０ー１９

群馬県 高崎市 クスリのアオキ新町店 0274-25-8745 群馬県高崎市新町１８０３番地

群馬県 高崎市 カワチ薬品 飯塚店 027-361-0051 群馬県高崎市飯塚町 ２２０

群馬県 高崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 高崎下豊岡 027-310-1170 群馬県高崎市下豊岡町 ８９３

群馬県 高崎市 クスリのアオキ上佐野店 027-386-6770 群馬県高崎市上佐野町 ６７４番地１

群馬県 高崎市 スギドラッグ 群馬町店 027-395-5112 群馬県高崎市中泉町６０５番地６

群馬県 高崎市 クスリのアオキ　上並榎店 027-381-6151 群馬県高崎市上並榎町４０番地２

群馬県 高崎市 クスリのアオキ箕郷店 027-381-8113 群馬県高崎市箕郷町上芝 ６０５番地１

群馬県 高崎市 クスリのアオキ中泉店 027-329-5827 群馬県高崎市中泉町６０９ー７

群馬県 高崎市 スギドラッグ上並榎店 027-362-3842 群馬県高崎市上並榎町４６７番地

群馬県 桐生市 ＭＥＧＡドン・キホーテ　桐生店 0277-47-3816 群馬県桐生市永楽町５ー１０

群馬県 桐生市 ウエルシア桐生境野薬局 0277-20-8171 群馬県桐生市境野町 ２ー２７２ー１

群馬県 桐生市 カワチ薬品桐生西店 0277-54-3173 群馬県桐生市相生町 ５ー４７０ー４

群馬県 桐生市
ドラッグストアマツモトキヨシ マーケットシ
ティ桐生店

0277-54-0120 群馬県桐生市相生町 １ー１２４ー１

群馬県 桐生市 カワチ薬品桐生広沢店 0277-52-7223 群馬県桐生市広沢町４丁目 ２４２４ー１

群馬県 桐生市 ドラッグスギ 天神店 0277-46-3620 群馬県桐生市天神町 ２ー１０ー４

群馬県 桐生市 ドラッグスギ 新広沢店 0277-54-8770 群馬県桐生市広沢町 １ー２８０９ー１

群馬県 桐生市 ドラッグスギ あいおい店 0277-54-4520 群馬県桐生市相生町 ２ー４６６ー１４

群馬県 桐生市 クスリのアオキ相生店 0277-46-8686 群馬県桐生市相生町 ２丁目７０９番地２

群馬県 伊勢崎市 イトーヨーカ堂 伊勢崎店 0270-26-5111 群馬県伊勢崎市連取町 １５０７番地

群馬県 伊勢崎市 ユニーアピタ　伊勢崎東店 0270-20-8115 群馬県伊勢崎市三室町５３３０

群馬県 伊勢崎市 カワチ薬品　伊勢崎店 0270-21-3696 群馬県伊勢崎市日乃出町５００

群馬県 伊勢崎市
ドラッグストアマツモトキヨシ 西友楽市伊
勢崎茂呂店

0270-22-2670 群馬県伊勢崎市南千木町 ２３９５西友楽市内

群馬県 伊勢崎市
ドラッグストアマツモトキヨシ 伊勢崎平和
町店

0270-22-3631 群馬県伊勢崎市平和町１９ー１

群馬県 伊勢崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ フォリオ安堀 0270-24-5551 群馬県伊勢崎市安堀町２２３ー１

群馬県 伊勢崎市 カワチ薬品　伊勢崎西店 0270-25-3761 群馬県伊勢崎市連取町 １３０９ー１

群馬県 伊勢崎市 サンドラッグ伊勢崎連取店 0270-20-5222 群馬県伊勢崎市連取町 ３０４６ー１

群馬県 伊勢崎市 カワチ薬品伊勢崎南店 0270-31-1207 群馬県伊勢崎市堀口町９３０

群馬県 伊勢崎市 クスリのアオキ 田部井店 0270-30-7001 群馬県伊勢崎市田部井町 ２丁目５３４番１

群馬県 伊勢崎市 ウエルシア伊勢崎宮子店 0270-20-1316 群馬県伊勢崎市宮子町 ３５２１ー２

群馬県 伊勢崎市 クスリのアオキ 南千木店 0270-30-3300 群馬県伊勢崎市南千木町 ２５６２ー１



群馬県 伊勢崎市 サンドラッグ伊勢崎境店 0270-70-8033 群馬県伊勢崎市境栄７６９

群馬県 伊勢崎市 クスリのアオキ 今泉店 0270-20-1285 群馬県伊勢崎市今泉町１丁目 １２０４番地

群馬県 伊勢崎市 クスリのアオキ寿店 0270-30-5066 群馬県伊勢崎市西田町６７番１

群馬県 伊勢崎市 クスリのアオキ連取店 0270-27-5757 群馬県伊勢崎市連取町 １６６７番１

群馬県 伊勢崎市 ウエルシア伊勢崎市場店 0270-20-8677 群馬県伊勢崎市市場町二丁目 ８５０番地９

群馬県 伊勢崎市 クスリのアオキ中町店 0270-75-2277 群馬県伊勢崎市中町６９２番地

群馬県 伊勢崎市 スギドラッグ 伊勢崎店 0270-61-5235 群馬県伊勢崎市乾町 １９９番地

群馬県 伊勢崎市 クスリのアオキ伊勢崎富塚店 0270-50-0255 群馬県伊勢崎市富塚町 ３００番地７

群馬県 伊勢崎市 クスリのアオキ　伊勢崎境店 0270-75-3545 群馬県伊勢崎市境栄 ７９３番地

群馬県 伊勢崎市 クスリのアオキ宮子店 0270-75-2313 群馬県伊勢崎市宮子町 ３４６９番地１９

群馬県 伊勢崎市 クスリのアオキ昭和町店 0270-61-6322 群馬県伊勢崎市昭和町３８１２

群馬県 太田市 イオン太田店 0276-47-8800 群馬県太田市石原町８１

群馬県 太田市 富士薬品 ジャストＤ　太田新井町店 0276-60-1500 群馬県太田市新井町５３３ー８

群馬県 太田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 太田下田島 0276-32-6676 群馬県太田市下田島町１１２７

群馬県 太田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 植木野モー 0276-22-6733 群馬県太田市植木野町１９９ー１

群馬県 太田市 ドラッグスギ 太田小舞木店 0276-60-2871 群馬県太田市小舞木町２０４ー２ ヤオコー太田小舞木店内

群馬県 太田市 クリエイトＳ・Ｄ 太田城西の杜店 0276-33-7520 群馬県太田市城西町８０ー１

群馬県 太田市 カワチ薬品　内ヶ島店 0276-48-6411 群馬県太田市内ヶ島町６９２

群馬県 太田市 クスリのアオキ 藤阿久店 0270-20-6100 群馬県太田市藤阿久町 ７４６ー４

群馬県 太田市 クスリのアオキ 下浜田店 0276-30-0003 群馬県太田市下浜田町 ４８２ー１０

群馬県 太田市 クスリのアオキ 東矢島店 0276-30-3005 群馬県太田市東矢島町 １３２９番１

群馬県 太田市 ウエルシア太田富沢店 0276-40-6311 群馬県太田市富沢町２７４番地

群馬県 太田市 クスリのアオキ新田木崎店 0274-55-2031 群馬県太田市新田木崎町 ５３０番地２

群馬県 太田市 スギドラッグ 太田八幡店 0276-55-3411 群馬県太田市八幡町２９番１３ とりせん内

群馬県 太田市 クスリのアオキ新島店 0276-61-0819 群馬県太田市新島町 ９８１番地４

群馬県 太田市 クスリのアオキ鳥山店 0276-47-3411 群馬県太田市鳥山上町 １５０８番地４

群馬県 太田市 クスリのアオキ東長岡店 0276-47-3376 群馬県太田市東長岡町 １８７４番地１

群馬県 沼田市 カワチ薬品　沼田店 0278-22-0852 群馬県沼田市恩田町５８５

群馬県 沼田市 ウエルシア沼田店 0278-30-2270 群馬県沼田市東原新町 １８３１ー１

群馬県 沼田市 ウエルシア薬局　沼田バイパス店 0278-30-2218 群馬県沼田市高橋場町 ２１９０ー１

群馬県 沼田市 カワチ薬品沼田東店 0278-22-1581 群馬県沼田市久屋原町３１１ー１

群馬県 沼田市 ウエルシア薬局 沼田栄町店 0278-30-3131 群馬県沼田市栄町２２１ー３

群馬県 沼田市 クスリのアオキ高橋場店 0278-25-8105 群馬県沼田市高橋場町 ３０４ー１４

群馬県 沼田市 クスリのアオキ上原店 0278-25-8582 群馬県沼田市上原町 １６０５ー４

群馬県 館林市 カワチ薬品　館林東店 0276-75-3400 群馬県館林市楠町３６１３ー１

群馬県 館林市 富士薬品 ジャストＤ　館林店 0276-75-3300 群馬県館林市緑町２丁目５番８号

群馬県 館林市 ドラッグセイムス館林北店 0276-76-7330 群馬県館林市朝日町２７ー４

群馬県 館林市
ドラッグストアマツモトキヨシ 館林富士見
町店

0276-75-0733 群馬県館林市富士見町１２ー４５

群馬県 館林市 富士薬品 ジャストＤ　館林美園薬局 0276-70-7228 群馬県館林市美園町１３ー３

群馬県 館林市 カワチ薬品館林北店 0276-74-6000 群馬県館林市岡野町７２ー１

群馬県 館林市 クスリのアオキ瀬戸谷店 0276-55-5557 群馬県館林市瀬戸谷町 ２２８１番地１

群馬県 館林市 クスリのアオキ 館林栄町店 0276-55-2660 群馬県館林市栄町１１番１９号

群馬県 館林市 クスリのアオキ美園店 0276-49-5228 群馬県館林市美園町４ー４

群馬県 渋川市 カワチ薬品　渋川店 0279-25-3567 群馬県渋川市阿久津字北原１５

群馬県 渋川市 ウエルシア薬局　渋川行幸田店 0278-60-8228 群馬県渋川市行幸田３２３ー３



群馬県 渋川市 カワチ薬品　渋川南店 0279-22-5581 群馬県渋川市行幸田２８８ー１

群馬県 渋川市 クスリのアオキ渋川店 0279-26-2700 群馬県渋川市渋川 １３０７番地１

群馬県 藤岡市 カワチ薬品　藤岡店 027-424-2818 群馬県藤岡市中字沖９２４ー１

群馬県 藤岡市 クスリのアオキ 藤岡店 0274-40-7333 群馬県藤岡市藤岡９９６番１

群馬県 藤岡市 カワチ薬品藤岡南店 0274-24-2195 群馬県藤岡市藤岡１２４３ー１

群馬県 藤岡市 クスリのアオキ藤岡森店 0274-25-8545 群馬県藤岡市森４８５

群馬県 富岡市 カワチ薬品　富岡店 0274-64-5881 群馬県富岡市富岡２１０６ー１

群馬県 富岡市 クスリのアオキ 七日市店 0274-70-2400 群馬県富岡市七日市１４００ー１

群馬県 富岡市 クスリのアオキ富岡店 0274-67-7788 群馬県富岡市富岡１３４６番６

群馬県 安中市 マルエドラッグ　安中杉並木店 027-381-1717 群馬県安中市原市５８７ー６

群馬県 安中市 ウエルシア安中店 027-380-5125 群馬県安中市安中 ４ー８ー１２

群馬県 みどり市 ウエルシア　みどり笠懸店 0277-70-7681 群馬県みどり市笠懸町阿左美 １７７ー１４

群馬県 みどり市 クスリのアオキ笠懸店 0277-46-7731 群馬県みどり市笠懸町久宮 １２７番地７

群馬県 みどり市 クスリのアオキ桐原店 0277-47-6025 群馬県みどり市大間々町桐原 ４０ー２６

群馬県 みどり市 クスリのアオキ大間々店 0277-46-7363 群馬県みどり市大間々町大間々 ３８３ー２

群馬県 みどり市 クスリのアオキ阿左美店 0277-32-3134 群馬県みどり市笠懸町阿左美 ３１８４ー１

群馬県 北群馬郡吉岡町 カワチ薬品　吉岡店 0279-54-0552 群馬県北群馬郡吉岡町大久保 字金竹西１４８０ー１

群馬県 北群馬郡吉岡町 クスリのアオキ吉岡店 0279-26-2666 群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田 字見城　１２７９番地

群馬県 吾妻郡中之条町 ドラッグストアマツモトキヨシ 中之条店 0279-69-7018 群馬県吾妻郡中之条町大字 中之条町字長岡１８６４ー１

群馬県 佐波郡玉村町 ウエルシア玉村店 0270-50-1191 群馬県佐波郡玉村町上飯島２７５

群馬県 佐波郡玉村町 ウエルシア玉村下新田店 0270-50-1260 群馬県佐波郡玉村町下新田 ７４３ー２

群馬県 邑楽郡千代田町 富士薬品 ジャストＤＰＬＵセイムス赤岩店 0276-86-4320 群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩 字北権現１７３３

群馬県 邑楽郡大泉町 カワチ薬品大泉店 0276-62-8790 群馬県邑楽郡大泉町住吉 ５７ー５

群馬県 邑楽郡大泉町 サンドラッグ寄木戸店 0276-20-1248 群馬県邑楽郡大泉町寄木戸 ９９８ー１

群馬県 邑楽郡大泉町 クスリのアオキ大泉吉田店 0276-55-3191 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田 ３０８９番地

群馬県 邑楽郡大泉町 クスリのアオキ大泉朝日店 0276-61-3020 群馬県邑楽郡大泉町朝日 ３丁目１番８号

群馬県 邑楽郡邑楽町 スギドラッグ 邑楽町店 0276-70-9330 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野 ４４７７ー２

新潟県 新潟市北区 ドラッグトップス豊栄店 025-384-2000 新潟県新潟市北区大字葛塚字 巳高入１２６０

新潟県 新潟市北区 ココカラファイン豊栄店 025-386-4756 新潟県新潟市北区石動２ー４ー１

新潟県 新潟市北区 カワチ薬品豊栄店 025-387-6195 新潟県新潟市北区かぶとやま ２ー３ー４

新潟県 新潟市北区 ドラッグトップス葛塚店 025-384-2500 新潟県新潟市北区太田 字法花鳥屋甲５８０４ー１

新潟県 新潟市北区 クスリのアオキ 松浜店 025-385-7002 新潟県新潟市北区松浜東町 ２丁目３番１０号

新潟県 新潟市東区 イオン新潟東店 025-279-1515 新潟県新潟市東区大形本町 ３ー１７３０ー１

新潟県 新潟市東区 モリキ セイムス石山店 025-277-5111 新潟県新潟市東区石山 ４ー１０２６ー１

新潟県 新潟市東区 ドラッグトップス粟山店 025-257-2036 新潟県新潟市東区粟山 ４ー３３ー２

新潟県 新潟市東区 ドラッグセイムス　中山店 025-279-5777 新潟県新潟市東区中山 ６ー１９ー８

新潟県 新潟市東区 ドラッグトップス河渡店 025-256-6868 新潟県新潟市東区河渡庚 １３５ー１

新潟県 新潟市東区 カワチ薬品　松崎店 025-271-9096 新潟県新潟市東区新松崎 １ー６ー１７

新潟県 新潟市東区
マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッ
グ空港通店

025-271-5500 新潟県新潟市東区河渡甲３８６

新潟県 新潟市東区 ココカラファイン錦町店 025-256-7365 新潟県新潟市東区錦町５番６２号

新潟県 新潟市東区 クスリのアオキ 空港通り店 025-256-7577 新潟県新潟市東区浜谷町 ２丁目９２ー１

新潟県 新潟市東区 ドラッグトップス中野山店 025-257-6822 新潟県新潟市東区西野字切添 １２６０

新潟県 新潟市東区 ウエルシア 新潟上木戸店 025-257-9955 新潟県新潟市東区上木戸 １丁目１２番５号

新潟県 新潟市東区 ウエルシア 新潟秋葉通店 025-278-9191 新潟県新潟市東区秋葉通 ３丁目１２番地２

新潟県 新潟市東区 ドラッグストアマツモトキヨシ 南紫竹店 025-257-8000 新潟県新潟市東区南紫竹 １丁目３番４７号



新潟県 新潟市東区 クスリのアオキ 中野山店 025-278-8352 新潟県新潟市東区若葉町 １丁目１９番３０号

新潟県 新潟市中央区
マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッ
グ山二ツ店

025-286-0020 新潟県新潟市中央区山二ツ １ー９８０ー１

新潟県 新潟市中央区 ココカラファイン 古町６番町店 025-227-5517 新潟県新潟市中央区古町通り ６番町９８１番地

新潟県 新潟市中央区
マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッ
グ近江店

025-282-1178 新潟県新潟市中央区上近江 ３ー５ー３

新潟県 新潟市中央区 ウエルシア薬局南笹口店 025-240-0037 新潟県新潟市中央区南笹口 ２ー３ー５５

新潟県 新潟市中央区 マツモトキヨシファミリードラッグ 白山駅前 025-234-3500 新潟県新潟市中央区白山浦 ２ー６４５ー５６

新潟県 新潟市中央区 クスリのアオキ 女池店 025-280-1566 新潟県新潟市中央区女池南１丁目 ６番６号

新潟県 新潟市中央区 ココカラファイン南万代店 025-290-4700 新潟県新潟市中央区幸西１丁目 １番３７号

新潟県 新潟市中央区 ウエルシア薬局　新潟新和店 025-282-2781 新潟県新潟市中央区新和 １ー６６ー１

新潟県 新潟市中央区 ドラッグストアマツモトキヨシ 紫竹山店 025-240-7030 新潟県新潟市中央区紫竹山 １丁目９番３号

新潟県 新潟市中央区 ココカラファイン 鳥屋野南店 025-280-9611 新潟県新潟市中央区鳥屋野 字中沼３１９

新潟県 新潟市中央区 ファミリードラッグ 米山店 025-255-1660 新潟県新潟市中央区米山 ６ー１７８

新潟県 新潟市中央区 クスリのアオキ 馬越店 025-240-1000 新潟県新潟市中央区本馬越 ２丁目１１番１２号

新潟県 新潟市中央区 ココカラファイン 古町７番町店 025-226-8088 新潟県新潟市中央区古町通 ７番町９９８ー１ ＣＳ新潟ビル１Ｆ

新潟県 新潟市中央区 ドラッグストアマツモトキヨシ 女池店 025-288-0880 新潟県新潟市中央区女池上山 二丁目１番１５号

新潟県 新潟市中央区 クスリのアオキ 新潟大島店 025-250-0085 新潟県新潟市中央区大島 １１１番地３

新潟県 新潟市中央区 ドラッグトップスとやの店 025-240-4331 新潟県新潟市中央区堀之内南 １丁目１５番１５号

新潟県 新潟市中央区
ドラッグストアマツモトキヨシ 新潟中央イ
ンター店

025-280-8250 新潟県新潟市中央区湖南 １４ー１２

新潟県 新潟市中央区 カワチ薬品 桜木ショッピングセンター店 025-281-0211 新潟県新潟市中央区女池南 １ー７ー１６

新潟県 新潟市中央区 ウエルシア 新潟関新１丁目店 025-201-1321 新潟県新潟市中央区関新 １丁目２番４６号

新潟県 新潟市中央区 ドラッグトップス馬越店 025-240-3355 新潟県新潟市中央区本馬越２丁目 ８番２１号

新潟県 新潟市中央区 クスリのアオキ 紫竹山店 025-384-8091 新潟県新潟市中央区紫竹山 ３丁目３番２９号

新潟県 新潟市江南区 イオン新潟南店 025-383-1300 新潟県新潟市江南区下早通柳田 １ー１ー１

新潟県 新潟市江南区 ドラッグトップス横越店 025-383-2004 新潟県新潟市江南区横越上町 ５丁目１ー３２ フレスポ横越内

新潟県 新潟市江南区
マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッ
グ亀田店

025-381-1234 新潟県新潟市江南区五月町 ３ー５６４

新潟県 新潟市江南区 ドラッグトップスかめだ三條岡店 025-383-1818 新潟県新潟市江南区三條岡 １丁目１番３８号

新潟県 新潟市江南区 ウエルシア 新潟亀田駅前店 025-383-0170 新潟県新潟市江南区旭 ２丁目１番７号

新潟県 新潟市秋葉区 ドラッグトップス新津店 0250-21-1320 新潟県新潟市秋葉区大字 程島茸ノ中１８６５

新潟県 新潟市秋葉区 ドラッグセイムス 小須戸店 0250-61-1061 新潟県新潟市秋葉区大字小須戸 ８０ー１

新潟県 新潟市秋葉区 ウエルシア新潟さつき野店 0250-21-7010 新潟県新潟市秋葉区さつき野 １ー１ー３６

新潟県 新潟市秋葉区 クスリのアオキ さつき野店 0250-25-6600 新潟県新潟市秋葉区下興野町字 埋堀５５９ー９

新潟県 新潟市秋葉区 ココカラファインコモタウン新津店 0250-25-7744 新潟県新潟市秋葉区新津 ５１６３番地３

新潟県 新潟市秋葉区 クスリのアオキ 新津店 0250-47-8200 新潟県新潟市秋葉区新津 ４５２０番地３

新潟県 新潟市南区 ドラッグトップス白根店 025-372-8877 新潟県新潟市南区戸頭 １３８４ー１

新潟県 新潟市南区
マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッ
グ白根店

025-371-5566 新潟県新潟市南区白根四ツ興野 １５９ー１

新潟県 新潟市南区 ウエルシア 新潟白根店 025-372-8006 新潟県新潟市南区能登 ４２５ー１

新潟県 新潟市西区 ココカラファイン新潟青山店 025-231-7148 新潟県新潟市西区青山８丁目 ５ー２ 青山ショッピングセンター内

新潟県 新潟市西区 イオン新潟西店 025-234-3100 新潟県新潟市西区小新南 ２ー１ー１０

新潟県 新潟市西区 ユニーアピタ　新潟西店 025-201-1711 新潟県新潟市西区小新 ５丁目７番２１号

新潟県 新潟市西区 イオン新潟青山店 025-231-9111 新潟県新潟市西区青山 ２ー５ー１

新潟県 新潟市西区 ドラッグトップス小針店 025-233-1220 新潟県新潟市西区小針 ４ー１４ー７



新潟県 新潟市西区 ココカラファイン大学前店 025-239-5150 新潟県新潟市西区五十嵐 二の町８２５４

新潟県 新潟市西区 ドラッグトップス新通店 025-211-0700 新潟県新潟市西区新通１０５７

新潟県 新潟市西区
マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッ
グ大学前店

025-261-1336 新潟県新潟市西区坂井７１０

新潟県 新潟市西区 クスリのコダマ山田店 025-370-7621 新潟県新潟市西区山田４０８ー１

新潟県 新潟市西区 カワチ薬品黒埼インター店 025-232-1161 新潟県新潟市西区山田字堤付 ２３０７ー３８６

新潟県 新潟市西区 ココカラファイン 新通店 025-211-1139 新潟県新潟市西区新通字立戸続 ２３１１ー１

新潟県 新潟市西区 クスリのアオキ 青山店 025-234-5671 新潟県新潟市西区青山１丁目 ２番３号

新潟県 新潟市西区 ウエルシア新潟大学前店 025-264-1120 新潟県新潟市西区坂井７４６ー１

新潟県 新潟市西区 ドラッグトップス黒埼店 025-234-3939 新潟県新潟市西区山田８１番地

新潟県 新潟市西区 ドラッグトップス亀貝店 025-211-1330 新潟県新潟市西区亀貝 １４０１番地

新潟県 新潟市西区 ウエルシア 新潟亀貝店 025-211-0280 新潟県新潟市西区亀貝 １２３４ー１

新潟県 新潟市西区 クスリのアオキ 小新店 025-211-8406 新潟県新潟市西区小新西 ２丁目１９番３４号

新潟県 新潟市西区 クスリのアオキ 寺尾台店 025-201-8807 新潟県新潟市西区寺尾台 ３丁目１番５号

新潟県 新潟市西区 ウエルシア 新潟西内野店 025-264-6800 新潟県新潟市西区五十嵐上崎山 ６２番地

新潟県 新潟市西蒲区 ドラッグトップス巻店 0256-73-6330 新潟県新潟市西蒲区巻甲４８３５

新潟県 新潟市西蒲区 ウエルシア薬局　巻店 0256-73-7303 新潟県新潟市西蒲区巻甲 ４７７７ー１番地

新潟県 新潟市西蒲区 ドラッグトップス巻南店 0256-73-7755 新潟県新潟市西蒲区赤鏥 ９０７ー１

新潟県 長岡市 イトーヨーカ堂 丸大長岡店 0258-34-3111 新潟県長岡市城内町２ー３ー１２

新潟県 長岡市 イオン長岡店 0258-28-0880 新潟県長岡市古正寺 １ー２４９ー１

新潟県 長岡市 ドラッグトップス宝町店 0258-21-2283 新潟県長岡市宝町１ー１ー１０

新潟県 長岡市 ココカラファイン今朝白店 0258-31-7231 新潟県長岡市今朝白２ー５ー１５

新潟県 長岡市 カワチ薬品　長岡店 0258-29-6011 新潟県長岡市喜多町字鐙潟７５５

新潟県 長岡市 ドラッグトップス新保店 0258-21-2020 新潟県長岡市新保町１３４６ー１

新潟県 長岡市 ドラッグトップス川崎店 0258-31-0033 新潟県長岡市堀金１ー１ー１

新潟県 長岡市 クスリのアオキ 大島店 0258-22-5350 新潟県長岡市大島本町 ３丁目１番地５７

新潟県 長岡市 ドラッグトップス古正寺店 0258-25-8833 新潟県長岡市古正寺町 ２０番地１

新潟県 長岡市 ウエルシア薬局　長岡宮関店 0258-25-8151 新潟県長岡市宮関３丁目 １ー３

新潟県 長岡市 ウエルシア薬局　長岡古正寺店 0258-25-9518 新潟県長岡市古正寺３丁目 １１０番地

新潟県 長岡市 クスリのアオキ 美沢店 0258-30-1200 新潟県長岡市四郎丸字沖田 １５３ー１

新潟県 長岡市 クスリのアオキ 西宮内店 0258-30-3777 新潟県長岡市西宮内１丁目 ５５番地

新潟県 長岡市 クスリのアオキ 千歳店 0258-31-0070 新潟県長岡市千歳２丁目 １番４３号

新潟県 長岡市 ドラッグトップス千歳店 0258-31-8300
新潟県長岡市千歳１丁目２３番 ６号　原信長岡シビックコア ショッピング
センター内

新潟県 長岡市 ココカラファイン 長岡宮内店 0258-37-2347 新潟県長岡市宮内町字山伏 ３３７７

新潟県 長岡市 ココカラファイン 長岡花園店 0258-32-5502 新潟県長岡市花園南部土地区画 整理事業地２５街区１６ー１

新潟県 長岡市 ドラッグトップス日赤町店 0258-38-5300 新潟県長岡市日赤町２丁目 ６ー１

新潟県 長岡市 ドラッグストアマツモトキヨシ 七日町店 0258-22-5060 新潟県長岡市七日町字川原 ４２８ー１

新潟県 長岡市 ウエルシア リップス旭岡店 0258-30-5225 新潟県長岡市上条町 ４５３番地１

新潟県 長岡市 ウエルシア 長岡中島店 0258-38-8826 新潟県長岡市中島７丁目２ー３

新潟県 長岡市 クスリのアオキ 栃尾店 0258-86-5865 新潟県長岡市金町 ２ー６ー１

新潟県 三条市 クスリのコダマ東三条店 0256-36-7250 新潟県三条市興野３ー１ー３

新潟県 三条市 ウエルシア新潟三条薬局 0256-36-0808 新潟県三条市西裏館 ２ー１１ー１９

新潟県 三条市 クスリのアオキ 三条北店 0256-36-8710 新潟県三条市東裏館３ー６１３

新潟県 三条市
マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッ
グ三条大崎店

0256-39-6111 新潟県三条市北入蔵３丁目 ３１６番地



新潟県 三条市 ドラッグトップス大崎店 0256-36-9911 新潟県三条市三竹 ２ー４ー１４

新潟県 三条市 クスリのアオキ 興野店 0256-36-7707 新潟県三条市興野２丁目 ８番２２号

新潟県 三条市 ドラッグトップス本成寺店 0256-31-3000 新潟県三条市西本成寺１丁目 ３７ー４０

新潟県 三条市 ウエルシア三条保内店 0256-39-6051 新潟県三条市下保内字中谷地 １０５０ー１

新潟県 三条市 クスリのアオキ 西本成寺店 0256-31-1200 新潟県三条市西本成寺 １丁目３４番１９号

新潟県 三条市 ドラッグストアマツモトキヨシ 三条東新保 0256-36-8010 新潟県三条市東新保９番１５号

新潟県 柏崎市 ドラッグトップス岩上店 0257-20-1651 新潟県柏崎市大字岩上字 由十刈２２３ー１

新潟県 柏崎市 ドラッグトップス東柳田店 0257-32-3838 新潟県柏崎市東柳田３９

新潟県 柏崎市 クスリのアオキ 柏崎中央店 0257-20-1211 新潟県柏崎市日吉町字朝戸開 １０４５ー１

新潟県 柏崎市 クスリのアオキ 松美店 0257-28-7350 新潟県柏崎市松美２丁目字西新田 ２５３番地

新潟県 柏崎市 クスリのアオキ 穂波店 0257-28-0230 新潟県柏崎市穂波町 １３番３７号

新潟県 柏崎市 クスリのアオキ 半田店 0257-41-5822 新潟県柏崎市半田 二丁目６番２３号

新潟県 柏崎市 クスリのアオキ 松波店 0257-41-5405 新潟県柏崎市松波 ２丁目５番１４号

新潟県 新発田市 イオン新発田店 0254-21-7500 新潟県新発田市住吉町 ５ー１１ー５

新潟県 新発田市
マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッ
グ新発田豊町店

0254-23-8088 新潟県新発田市荒町甲８９３ー１

新潟県 新発田市 ドラッグトップス舟入店 0254-23-7775 新潟県新発田市舟入町 ３ー９９２ー２

新潟県 新発田市 ココカラファイン 新発田東新町店 0254-20-5566 新潟県新発田市東新町 １ー３５７３ー１

新潟県 新発田市
マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッ
グ新発田本町店

0254-20-2500 新潟県新発田市本町 ２ー４８５ー１

新潟県 新発田市 クスリのアオキ 富塚店 0254-21-0500 新潟県新発田市富塚町 ２ー４ー３１

新潟県 新発田市 クスリのアオキ 新発田豊町店 025-421-0070 新潟県新発田市豊町４－９－５

新潟県 新発田市 ウエルシア新発田本町店 0254-21-7663 新潟県新発田市本町３ー２ー６

新潟県 新発田市 ドラッグトップス新発田富塚店 0254-20-0010 新潟県新発田市富塚町２丁目 ２０番２６号

新潟県 新発田市 カワチ薬品新発田店 0254-22-4172 新潟県新発田市舟入町３－２－３

新潟県 新発田市 クスリのアオキ 住吉店 0254-20-1200 新潟県新発田市住吉町 ５丁目４番９号

新潟県 新発田市
ドラッグストアマツモトキヨシ フレスポ新発
田店

0254-20-3330 新潟県新発田市富塚町 ３ー１３ー１４

新潟県 新発田市
ドラッグストアマツモトキヨシ 新発田東新
町店

0254-20-5510 新潟県新発田市東新町 ４丁目２１ー２４

新潟県 小千谷市 ドラッグストアマツモトキヨシ 小千谷店 0258-83-0706 新潟県小千谷市大字桜町 ２４８０番地１

新潟県 小千谷市 ドラッグトップス小千谷店 0258-81-0099 新潟県小千谷市平沢 １ー９ー２０

新潟県 小千谷市 ウエルシア 小千谷若葉店 0258-81-0800 新潟県小千谷市若葉二丁目１番地

新潟県 小千谷市 クスリのアオキ 小千谷店 0258-86-6331 新潟県小千谷市平沢 １丁目２番４９号

新潟県 加茂市 ドラッグトップス加茂店 0256-57-1511 新潟県加茂市大郷町２ー１ー１５

新潟県 十日町市 ドラッグトップス十日町店 0257-50-6001 新潟県十日町市江ノ尻２５０ー６

新潟県 十日町市
マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッ
グ十日町店

025-750-7100 新潟県十日町市島字上島 ６３５番地

新潟県 十日町市 ウエルシア十日町住吉店 025-750-6131 新潟県十日町市住吉町 １５６ー２

新潟県 十日町市 ドラッグトップス 十日町シルクモール店 025-750-7878 新潟県十日町市山本町５丁目 ８３６番地

新潟県 十日町市 ウエルシア 十日町下川原町店 025-750-5066 新潟県十日町市寅乙２３５番地２

新潟県 見附市
マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッ
グ見附店

0258-63-4121 新潟県見附市葛巻町１６７０ー１

新潟県 見附市
ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ－５ 見附
店　化粧品部門

0258-61-4411 新潟県見附市上新田町７２５ー１

新潟県 見附市 ドラッグトップス見附新町店 025-861-3711 新潟県見附市新町１ー１４ー２０



新潟県 見附市 クスリのアオキ 本所店 0258-94-5345 新潟県見附市本所 １丁目３番７号

新潟県 見附市 ウエルシア 見附上新田店 0258-61-2655 新潟県見附市上新田町 ８１４ー１１

新潟県 村上市 ドラッグトップス荒川店 0254-50-5711 新潟県村上市下鍛冶屋４１２ー１ 荒川ショッピングプラザ パルティ内

新潟県 村上市 ドラッグトップス村上肴町店 0254-50-1710 新潟県村上市肴町１０ー４

新潟県 村上市 ドラッグトップス村上国道店 0254-50-7030 新潟県村上市上助淵１０１０番地

新潟県 村上市 ドラッグストアマツモトキヨシ 村上肴町店 0254-56-0010 新潟県村上市大欠１７９２ー２

新潟県 村上市 ウエルシア 新潟村上山辺里店 0254-56-2237 新潟県村上市山辺里２１０４番地

新潟県 燕市 イオン県央店 0256-63-3311 新潟県燕市井土巻３ー６５

新潟県 燕市 ドラッグトップス燕北店 0256-61-7310 新潟県燕市杣木字館ノ越４９７

新潟県 燕市
マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッ
グ燕店

0256-61-7788 新潟県燕市杣木２６９０番１

新潟県 燕市 ウエルシア薬局　燕店 0256-61-6600 新潟県燕市井土巻 ２ー６２ー１

新潟県 燕市 ウエルシア薬局　吉田店 0256-91-1211 新潟県燕市吉田３７１９ー１

新潟県 燕市 ドラッグトップス吉田店 0256-91-1045 新潟県燕市吉田東栄町１３ー１５

新潟県 燕市 クスリのアオキ 分水店 0256-77-8700 新潟県燕市笈ケ島字興野前 １１８１番１

新潟県 燕市 クスリのアオキ つばめ白山店 0256-64-7100 新潟県燕市白山町 ３丁目２２番９号

新潟県 糸魚川市 ドラッグトップス奴奈川店 025-550-6888 新潟県糸魚川市南寺町２ー９ー２

新潟県 糸魚川市 アメリカンドラッグ 糸魚川店 025-550-6336 新潟県糸魚川市横町５丁目 ５２７ー４

新潟県 糸魚川市 ウエルシア 糸魚川寺島店 025-550-6050 新潟県糸魚川市寺島 ３丁目６ー１

新潟県 妙高市 ドラッグトップス新井店 0255-70-1919 新潟県妙高市中川字江端１７０

新潟県 妙高市
マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッ
グ関山店

0255-81-3707 新潟県妙高市関山３１３６ー１

新潟県 妙高市 アメリカンドラッグ 新井店 025-570-5381 新潟県妙高市石塚町１丁目 ５２０番地

新潟県 妙高市 クスリのアオキ 新井店 0255-78-7471 新潟県妙高市諏訪町 １丁目３番３４号

新潟県 五泉市
マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッ
グ五泉店

0250-43-8585 新潟県五泉市太田新田９２５

新潟県 五泉市 ドラッグトップス村松店 0250-41-3121 新潟県五泉市村松１３６０

新潟県 五泉市 ドラッグトップス五泉店 0250-43-8383 新潟県五泉市太田字獅子淵 １１２２ー１

新潟県 五泉市 ウエルシア薬局　五泉店 0250-42-2223 新潟県五泉市東本町２丁目 ６ー６

新潟県 五泉市 クスリのアオキ 五泉今泉店 0250-47-4780 新潟県五泉市今泉 １３４０番

新潟県 五泉市 ウエルシア 五泉村松店 0250-58-0130 新潟県五泉市村松１２３４番地４

新潟県 上越市 イトーヨーカ堂 直江津店 0255-44-6421 新潟県上越市西本町３ー８ー８

新潟県 上越市 イオン上越店 0255-21-2300 新潟県上越市富岡３４５７番地

新潟県 上越市 ドラッグトップス上越加賀町店 0255-39-6510 新潟県上越市加賀町３１３９

新潟県 上越市 ドラッグトップス四ケ所店 025-522-6161 新潟県上越市四ケ所５７

新潟県 上越市 アメリカンドラッグ 直江津店 025-539-5561 新潟県上越市下源入２８７ー１ 直江津ショッピングセンター内

新潟県 上越市 クスリのアオキ 藤巻店 025-521-0911 新潟県上越市藤巻８２１ー１

新潟県 上越市 クスリのアオキ 鴨島店 025-527-3151 新潟県上越市鴨島一丁目１５０６

新潟県 上越市 クスリのアオキ 北城店 025-521-0150 新潟県上越市北城町４丁目 １７６番地

新潟県 上越市 クスリのアオキ 上越昭和店 025-525-2101 新潟県上越市昭和町２丁目 ９９０番地１

新潟県 上越市 ドラッグトップス五智店 025-531-0044 新潟県上越市五智１丁目１番７号

新潟県 上越市 クスリのアオキ 藤野新田店 025-527-2230 新潟県上越市藤野新田１１６８番

新潟県 上越市 アメリカンドラッグ 上越高田店 025-521-5771 新潟県上越市南本町２丁目 １５ー１

新潟県 上越市 クスリのアオキ 五智店 025-539-5030 新潟県上越市五智１ー１２ー６

新潟県 上越市 ウエルシア上越大潟店 025-535-5020 新潟県上越市大潟区下小船津浜 １１６５ー１６

新潟県 上越市 クスリのアオキ 春日山町店 025-521-0050 新潟県上越市春日山町３丁目 １５番８号



新潟県 上越市 ドラッグトップス三田店 025-531-2201 新潟県上越市大字三田新田 １２９ー２４

新潟県 上越市 ドラッグストアマツモトキヨシ バロー上越 025-527-3101 新潟県上越市とよば２３９番１

新潟県 上越市 ドラッグトップス南高田店 025-521-5150 新潟県上越市大字上中田 字上山屋敷１３０

新潟県 上越市 ドラッグストアマツモトキヨシ 高田西店 025-527-6050 新潟県上越市大字飯７２５

新潟県 上越市 ウエルシア 上越下門前店 025-531-3350 新潟県上越市下門前 １６５３

新潟県 上越市 ドラッグトップス北城店 025-527-2660 新潟県上越市北城町３丁目 １６番２１号

新潟県 上越市 クスリのアオキ 大潟店 025-520-7124 新潟県上越市大潟区土底浜 １６９４番地３

新潟県 阿賀野市 ウエルシア薬局新潟水原店 0250-62-8801 新潟県阿賀野市中島町 １２５８ー７

新潟県 阿賀野市 ドラッグトップス水原店 0250-63-2678 新潟県阿賀野市市野山字大坪 ２２１

新潟県 阿賀野市 クスリのアオキ 水原店 0250-47-8607 新潟県阿賀野市学校町 １０番１７号

新潟県 佐渡市 ココカラファイン 佐和田店 025-951-1552 新潟県佐渡市中原５８３ー１

新潟県 佐渡市 ドラッグストアマツモトキヨシ 佐渡金井店 0259-61-1750 新潟県佐渡市泉３番地

新潟県 佐渡市 ウエルシア薬局佐渡佐和田店 0259-61-1330 新潟県佐渡市泉１３１０

新潟県 佐渡市 ファミリードラッグ 佐渡真野店 0259-51-2080 新潟県佐渡市吉岡字大道 ４８３ー１

新潟県 魚沼市 ココカラファイン小出店 0257-92-2906 新潟県魚沼市井口新田８６７ー１

新潟県 魚沼市 ウエルシア薬局新潟小出店 025-793-3650 新潟県魚沼市井口新田 １００３ー６

新潟県 魚沼市 ウエルシア 新潟小出東店 025-783-1070 新潟県魚沼市井口新田 ８３８ー１

新潟県 魚沼市 ドラッグトップス魚沼店 025-793-1500 新潟県魚沼市吉田 １１０６番地

新潟県 南魚沼市 クスリのときのや 六日町イオン店 0257-73-2867 新潟県南魚沼市余川３１００

新潟県 南魚沼市 ドラッグトップス六日町店 0257-81-6001 新潟県南魚沼市野際６２０ー１

新潟県 南魚沼市 モリキ セイムス　塩沢店 025-782-6000 新潟県南魚沼市塩沢８２０ー１

新潟県 南魚沼市 ウエルシア南魚沼六日町店 025-781-5255 新潟県南魚沼市川窪字陣場 １００１ー１

新潟県 南魚沼市 ウエルシア南魚沼塩沢店 025-782-6065 新潟県南魚沼市塩沢７７５ー３

新潟県 南魚沼市 ウエルシア 南魚沼浦佐店 025-780-4571 新潟県南魚沼市浦佐４００１番地

新潟県 胎内市
マツモトキヨシ甲信越販売 ファミリードラッ
グ中条店

0254-44-7111 新潟県胎内市大川町３０６０ー１

新潟県 胎内市 クスリのアオキ あかね店 0254-44-1010 新潟県胎内市あかね町 ２６番３９号

新潟県 胎内市 ウエルシア 新潟中条店 0254-44-0606 新潟県胎内市大川町 １４番３１号

新潟県 西蒲原郡弥彦村 クスリのアオキ 弥彦店 0256-94-1300 新潟県西蒲原郡弥彦村美山 ３６０番１

新潟県 南蒲原郡田上町 ウエルシア 新潟田上店 0256-46-7250 新潟県南蒲原郡田上町大字羽生田 １３４番地１

山梨県 甲府市 サンドラッグ貢川店 055-225-0020 山梨県甲府市上石田３ー９ー１３

山梨県 甲府市 ウエルシア薬局　大里店 055-241-5530 山梨県甲府市大里町 １８３４

山梨県 甲府市 サンドラッグ甲府青沼店 055-222-0031 山梨県甲府市青沼２ー１ー１

山梨県 甲府市 サンドラッグ緑ヶ丘店 055-251-3917 山梨県甲府市緑ヶ丘 １ー２５９ー４

山梨県 甲府市 サンドラッグ国母店 055-241-5208 山梨県甲府市大里町３９２

山梨県 甲府市 ツルハドラッグ貢川店 055-230-1560 山梨県甲府市徳行１ー６ー７

山梨県 甲府市 ツルハドラッグ和戸店 0552-36-0108 山梨県甲府市和戸町８１４ー１ フレスポ甲府東ＳＣ内

山梨県 甲府市 ツルハドラッグ甲府朝気店 055-230-2322 山梨県甲府市朝気３ー１７ー１５

山梨県 甲府市 ツルハドラッグ甲府高畑店 055-231-8858 山梨県甲府市高畑１ー４３１ー２

山梨県 甲府市 カワチ薬品　小瀬店 055-244-1251 山梨県甲府市上町２４２５ー１

山梨県 甲府市
ウエルシア関東 ウエルシア薬局　甲府若
松店

055-236-6606 山梨県甲府市若松町８番６

山梨県 甲府市 カワチ薬品　甲府中央店 055-223-8155 山梨県甲府市飯田１－２－４

山梨県 甲府市 ウエルシア関東ウエルシア　甲府徳行店 055-236-6631 山梨県甲府市徳行 ２－１４－２３

山梨県 甲府市 ツルハドラッグ甲府富士見店 055-255-2268 山梨県甲府市富士見 １ー６ー１３

山梨県 甲府市 ツルハドラッグ甲府千塚店 055-230-0268 山梨県甲府市千塚４ー３ー２７



山梨県 甲府市 ツルハドラッグ甲府国母店 055-221-8268 山梨県甲府市国母２丁目 ３番１５号

山梨県 甲府市 ツルハドラッグ甲府中小河原店 055-220-2268 山梨県甲府市中小河原１丁目 ９番３号

山梨県 甲府市 ウエルシア甲府和戸店 055-231-8105 山梨県甲府市国玉町３２８ー１

山梨県 甲府市 サンドラッグ湯村店 055-255-6191 山梨県甲府市湯村１丁目９ー３０

山梨県 甲府市 サンドラッグ上今井店 055-242-2032 山梨県甲府市上今井町７４７ー１

山梨県 甲府市 ウエルシア 甲府武田店 055-255-2550 山梨県甲府市武田１ー４ー３１

山梨県 富士吉田市 ビューティーＱ 0555-23-1115 山梨県富士吉田市上吉田２ー５ー １富士急ターミナルビル１Ｆ

山梨県 富士吉田市 ツルハドラッグ上吉田店 0555-21-2266 山梨県富士吉田市中曽根 ２ー１３ー７

山梨県 富士吉田市
ウエルシア関東 ウエルシア薬局　富士吉
田店

0555-21-2205 山梨県富士吉田市上吉田 ３４５１－１

山梨県 富士吉田市 ウエルシア下吉田店 0555-20-1131 山梨県富士吉田市下吉田 ５８１４番１

山梨県 都留市 ウエルシア薬局　都留店 0554-20-3811 山梨県都留市上谷６ー１０５２ー １

山梨県 都留市 ウエルシア薬局　都留田野倉店 0554-46-6280 山梨県都留市田野倉１５８－２

山梨県 都留市 ツルハドラッグ都留赤坂店 0554-20-8268 山梨県都留市四日市場１２９

山梨県 都留市 ツルハドラッグ都留文大駅前店 0554-45-0268 山梨県都留市田原 ２ー１１０７

山梨県 山梨市 ツルハドラッグ山梨石森店 055-321-8155 山梨県山梨市下石森字宮ノ前 ３２

山梨県 山梨市 ウエルシア関東ウエルシア山梨七日市場 0553-20-1611 山梨県山梨市七日市場８６３

山梨県 山梨市 サンドラッグ小原西店 0553-21-7211 山梨県山梨市小原西 ９７４番地２

山梨県 韮崎市 サンドラッグ韮崎店 0551-23-7722 山梨県韮崎市藤井町南下條字 冷田１６３ー１

山梨県 韮崎市 ツルハドラッグ韮崎店 055-120-1166 山梨県韮崎市藤井町南下条２０５

山梨県 韮崎市 サンドラッグＬＧ韮崎店 0551-30-0030 山梨県韮崎市若宮２ー２ー２３

山梨県 南アルプス市 ツルハドラッグ峡西店 0552-80-8260 山梨県南アルプス市下宮地７１３ オギノＳＣ内

山梨県 南アルプス市 サンドラッグ南アルプス店 055-280-8152 山梨県南アルプス市十五所字西原 １４２３ー４

山梨県 南アルプス市
ドラッグストアマツモトキヨシ 南アルプス
白根店

055-280-8120 山梨県南アルプス市在家塚 １２９０番１

山梨県 甲斐市 ユニーアピタ　甲斐双葉店 0551-30-7111 山梨県甲斐市志田字柿木 ６４５－１番地

山梨県 甲斐市 ウエルシア薬局　甲斐開国橋店 055-260-8011 山梨県甲斐市西八幡３５６８ー１

山梨県 甲斐市
ドラッグストアマツモトキヨシ ラザウォーク
甲斐双葉店

0551-28-1005 山梨県甲斐市志田字柿木 ６４５ー１ ラザウォーク甲斐双葉内１４８

山梨県 甲斐市 サンドラッグ敷島店 055-267-2233 山梨県甲斐市中下条字三味堂 ９３５ー１

山梨県 甲斐市 ツルハドラッグ竜王名取店 055-260-8268 山梨県甲斐市名取５２ー１

山梨県 甲斐市 ウエルシア関東ウエルシア甲斐敷島店 055-267-3698 山梨県甲斐市中下条１６１１

山梨県 甲斐市 ツルハドラッグ甲斐西八幡店 055-260-6268 山梨県甲斐市西八幡字戸田道下 ３６１４番地

山梨県 甲斐市 サンドラッグ篠原店 055-240-8888 山梨県甲斐市篠原 １５８５

山梨県 甲斐市 ツルハドラッグ甲斐市役所前店 055-240-8268 山梨県甲斐市篠原 ２８７１ー１

山梨県 甲斐市 ツルハドラッグ双葉響が丘店 0551-28-8268 山梨県甲斐市龍地３６４７ー１

山梨県 笛吹市 サンドラッグ一宮店 0553-47-5412 山梨県笛吹市一宮町竹原田 １３３３

山梨県 笛吹市 ツルハドラッグ笛吹店 055-261-8030 山梨県笛吹市石和町広瀬 ２２５オギノ笛吹ＳＣ内

山梨県 笛吹市 ウエルシア薬局　ＭＴ御坂店 055-261-8701 山梨県笛吹市御坂町夏目原 １１１６

山梨県 上野原市 ウエルシア薬局　上野原店 0554-30-2155 山梨県上野原市上野原４１１４

山梨県 甲州市 ウエルシア薬局　塩山市民病院前店 0553-32-6255 山梨県甲州市塩山下於曽１４７０

山梨県 甲州市 ツルハドラッグ甲州塩山店 0553-32-6268 山梨県甲州市塩山上於曽 ８５３ー１

山梨県 中央市 サンドラッグ田富リバーサイド店 055-273-6086 山梨県中央市山之神字鍛冶新居 ３６２５ー１

山梨県 中央市 ツルハドラッグ山梨中央店 055-278-6228 山梨県中央市下河東２ー３

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

山梨県 西八代郡市川三郷町ツルハドラッグ市川大門店 055-278-8268 山梨県西八代郡市川三郷町 市川大門１３８４ー１



山梨県 南巨摩郡南部町 ウエルシア南巨摩南部町店 0556-66-1115 山梨県南巨摩郡南部町福士 ２８５０５番１２

山梨県 南巨摩郡富士川町 サンドラッグ富士川店 0556-20-6020 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町 ９７３ー１

山梨県 中巨摩郡昭和町 イトーヨーカ堂 甲府昭和店 055-268-1311 山梨県中巨摩郡昭和町西条１３ー １

山梨県 中巨摩郡昭和町 イオン甲府昭和店 055-268-0580 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰 １５０５ー１

山梨県 中巨摩郡昭和町 ウエルシア薬局　石和市部店 055-261-8722 山梨県笛吹市石和町市部 １０９０－１

山梨県 中巨摩郡昭和町 ツルハドラッグ甲府昭和店 055-268-6268 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰 ６３街区３・４・５

山梨県 中巨摩郡昭和町 ウエルシア関東ウエルシア甲府昭和店 055-268-6220 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰 １１３２ー２

山梨県 南都留郡富士河口湖町サンドラッグ河口湖赤坂店 0555-24-5751 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津字地蔵丸尾５１６５ー２

山梨県 南都留郡富士河口湖町マツモトキヨシ 富士河口湖店 0555-20-3838 山梨県南都留郡富士河口湖町船津 ２０８９

山梨県 南都留郡富士河口湖町サンドラッグフォレストモール店 0555-83-5533 山梨県南都留郡富士河口湖町 小立字白木４２８６ー１

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

長野県 長野市 イトーヨーカ堂 長野店 026-234-1011 長野県長野市権堂町２２０１

長野県 長野市 ファミリードラッグ 稲田店 026-259-9440 長野県長野市大字稲田 ２ー５６ー３５

長野県 長野市 アメリカンドラッグ大豆島店 026-222-3007 長野県長野市大豆島４２１６

長野県 長野市 アメリカンドラッグ 安茂里店 026-291-3760 長野県長野市大字安茂里上河原 ３６３３ー４

長野県 長野市 アメリカンドラッグ 石渡店 026-239-7225 長野県長野市大字石渡ドブ １５２ー５

長野県 長野市 アメリカンドラッグコスメ 長野駅前店 026-268-1381 長野県長野市北石堂町 １３９１ー１

長野県 長野市 アメリカンドラッグ アグリ篠ノ井店 026-299-9200 長野県長野市篠ノ井布施五明 ６８２

長野県 長野市 アメリカンドラッグコスメ２ 026-229-6812 長野県長野市鶴賀（居町） ３３１ー２

長野県 長野市 篠ノ井ファミリー薬局 026-299-3110 長野県長野市篠ノ井会上東原 ７５８ー１

長野県 長野市 アメリカンドラッグ まゆみ田店 026-256-9300 長野県長野市檀田２ー３０ー７

長野県 長野市 三輪ファミリー薬局 026-254-5544 長野県長野市三輪２ー１ー１１

長野県 長野市 アメリカンドラッグ 伊勢宮店 026-228-8085 長野県長野市差出南２ー２２ー６

長野県 長野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 長野南店 026-254-7573 長野県長野市稲里町中央 １ー２１ー１

長野県 長野市 アメリカンドラッグ 稲里店 026-291-0661 長野県長野市稲里町中央 ４ー１１ー１２

長野県 長野市 アメリカンドラッグ 南長野店 026-286-7785 長野県長野市稲里中央 ２丁目１５ー８

長野県 長野市 とをしや薬局　長野栗田店 026-267-5571 長野県長野市栗田３４０ー１

長野県 長野市 クスリのアオキ 篠ノ井店 026-290-5250 長野県長野市篠ノ井御幣川 字北松島６１１

長野県 長野市 クスリのアオキ 南高田店 026-256-6650 長野県長野市南高田１丁目 １６－１

長野県 長野市 クスリのアオキ 三輪店 026-256-6320 長野県長野市三輪９丁目 ４９番３６号

長野県 長野市 クスリのアオキ 石渡店 026-256-6830 長野県長野市大字石渡字東田 ５９－２

長野県 長野市 クスリのアオキ 若宮店 026-256-8070 長野県長野市大字西尾張部 字若宮北１９４－１

長野県 長野市 クスリのアオキ 稲里店 026-254-6380 長野県長野市稲里町中氷鉋 ２２３８

長野県 長野市 クスリのアオキ 大塚店 026-254-6250 長野県長野市青木島町大塚字北島 ９１６番１

長野県 長野市
ドラッグストアマツモトキヨシ 南長野運動
公園店

026-299-3357 長野県長野市水沢上庭土地区画 整理事業１３街区ー１１

長野県 長野市 クスリのアオキ 稲葉店 026-267-0250 長野県長野市大字稲葉字中原沖 ８９６番

長野県 長野市 アメリカンドラッグ 長野豊野店 026-219-3934 長野県長野市豊野町豊野字沖 ５７６ー１

長野県 長野市 ウエルシア長野若穂店 026-282-7223 長野県長野市若穂綿内４４５番地

長野県 長野市 ウエルシア 長野三輪店 026-238-6080 長野県長野市三輪 ６丁目１００１ー１

長野県 長野市 クスリのアオキ 三本柳店 026-254-6260 長野県長野市川中島町四ツ屋 字辺屋新田１０４０番３５

長野県 長野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 安茂里店 026-268-0270 長野県長野市大字安茂里 ３１４８

長野県 長野市 ココカラファイン若里店 026-229-5775
長野県長野市若里３ー２２ー１ ケーズタウン 若里ショッピングセンター内
１Ｆ

長野県 長野市 クスリのアオキ 三輪東店 026-217-1732 長野県長野市三輪１丁目 ８番２６号

長野県 長野市 クスリのアオキ 中御所店 026-217-0750 長野県長野市中御所 三丁目５番１８号

長野県 松本市 イオン南松本店 0263-29-0011 長野県松本市双葉３５８ー１



長野県 松本市 イオンスタイル松本 0263-38-1900 長野県松本市中央 ４丁目１３７１番２２

長野県 松本市 由比ケ浜薬局 0263-46-0215 長野県松本市岡田松岡１８１－５

長野県 松本市 とをしや薬局　松本高宮店 0263-24-2288 長野県松本市征矢野 ２ー１４ー１１

長野県 松本市 ドラッグストアマツモトキヨシ そうざ店 0263-38-1482 長野県松本市大字惣社 ５１４ー１１

長野県 松本市 とをしや薬局　梓川店 0263-76-1082 長野県松本市梓川倭９１８

長野県 松本市 ドラッグストアマツモトキヨシ寿店 0263-59-6319 長野県松本市寿中１ー１４ー７

長野県 松本市 ドラッグストアマツモトキヨシ つかま店 0263-29-0831 長野県松本市筑摩３ー２８ー３

長野県 松本市 とをしや薬局　島内店 0263-40-1666 長野県松本市大字島内 １８４０ー７

長野県 松本市 とをしや薬局　村井店 0263-85-2522 長野県松本市村井町西 ２ー１７ー３４

長野県 松本市 ウエルシア 松本渚店 0263-24-1508 長野県松本市渚１ー７ー１

長野県 松本市 ドラッグストアマツモトキヨシ 南松本店 0263-24-0331 長野県松本市高宮南１ー２６

長野県 松本市 とをしや薬局　平田店 0263-59-5370 長野県松本市平田東 ２ー１７ー１３

長野県 松本市 アメリカンドラッグ 梓川店 0263-78-0205 長野県松本市梓川倭 ２４０３ー１

長野県 松本市 サンドラッグ南松本店 0263-85-3157 長野県松本市芳川村井町 ８６８ー２

長野県 松本市 とをしや薬局　松本寿店 0263-85-3150 長野県松本市寿南 １丁目２５４ー１

長野県 松本市 マツモトキヨシ 薬マツキヨＭＩＤＯＲＩ松本 0263-36-3980 長野県松本市深志１丁目１番１号

長野県 松本市 ツルハドラッグ松本平田店 0263-85-2268 長野県松本市平田東 ３丁目１ー１５

長野県 松本市 サンドラッグ 南松本イトーヨーカドー店 0263-24-1105 長野県松本市高宮中１番２０号 イトーヨーカドー南松本店内１階

長野県 上田市 イオン上田店 0268-29-8181 長野県上田市常田２ー１２ー１８

長野県 上田市 イトーヨーカ堂 アリオ上田店 0268-27-6611 長野県上田市天神３丁目５番１号 アリオ上田店内

長野県 上田市 ウエルシア 上田山口店 0268-27-1188 長野県上田市上田山口 １２２１ー１

長野県 上田市 カワチ薬品上田北店 0268-24-4137 長野県上田市秋和４２０

長野県 上田市 アメリカンドラッグ 上田駅前店 0268-29-7300 長野県上田市天神１ー９ー４ ＨＡＭＡビルディング１Ｆ

長野県 上田市 アメリカンドラッグ 上田塩田店 0268-39-8855 長野県上田市本郷字吉原 ７６１番地２他

長野県 上田市
ドラッグストアマツモトキヨシ 丸子ベルプ
ラザ店

0268-43-8331 長野県上田市中丸子１６４７ー７

長野県 上田市 アメリカンドラッグ 上田上掘店 0268-29-5581 長野県上田市踏入２丁目 １１５４ー４

長野県 上田市 アメリカンドラッグ 上田丸子店 0268-43-8560 長野県上田市長瀬３００３

長野県 上田市 クスリのアオキ 上田中央店 0268-28-0350 長野県上田市中央２丁目 １８番２６号

長野県 上田市 クスリのアオキ 上田原店 0268-29-2310 長野県上田市神畑字鳥居先 １３５番

長野県 上田市 アメリカンドラッグ 上田国分店 0268-28-7150 長野県上田市国分８０番地

長野県 上田市 カワチ薬品　丸子店 0268-42-7213 長野県上田市上丸子１０２３ー１

長野県 上田市 クスリのアオキ 大屋店 0268-35-5010 長野県上田市大屋２３４ー８

長野県 上田市 クスリのアオキ 常田店 0268-28-7120 長野県上田市常田２ー１０ー６

長野県 上田市
ドラッグストアマツモトキヨシ ユーメイト上
田中央店

0268-71-2270 長野県上田市中央５ー１３ー３１

長野県 岡谷市 ユニーアピタ岡谷店 0266-23-7666 長野県岡谷市銀座１ー１ー５

長野県 岡谷市 ファミリードラッグ 岡谷若宮店 0266-21-5188 長野県岡谷市若宮１ー３ー２３

長野県 岡谷市 ウエルシア薬局　岡谷長地店 0266-26-2510 長野県岡谷市長地権現町 １－７－３２

長野県 岡谷市 サンドラッグ岡谷店 0266-21-1335 長野県岡谷市神明町 ３ー１ー３

長野県 岡谷市
ドラッグストアマツモトキヨシ レイクウォー
ク岡谷店

0266-21-1050 長野県岡谷市銀座１ー１ー５ レイクウォーク岡谷１Ｆ

長野県 飯田市 イオン飯田アップルロード店 0265-22-5531 長野県飯田市鼎一色４５６番地

長野県 飯田市 イオン飯田店 0265-52-9111 長野県飯田市上郷飯沼１５７５

長野県 飯田市 ユニーアピタ飯田店 0265-52-5630 長野県飯田市鼎名古熊２４６１

長野県 飯田市 座光寺ファミリー薬局 0265-23-8895 長野県飯田市座光寺４７００ー３



長野県 飯田市 ファミリードラック伊賀良店 0265-25-9182 長野県飯田市大瀬木３９９０ー３

長野県 飯田市 アメリカンドラッグ 飯田インター店 0265-21-7520 長野県飯田市鼎一色１４０ー１

長野県 飯田市 ファミリードラッグ 上郷店 0265-21-4010 長野県飯田市上郷飯沼 ２２１９ー１

長野県 飯田市 カワチ薬品飯田店 0265-24-5907 長野県飯田市羽場町３丁目

長野県 飯田市 ツルハドラッグ飯田上郷店 0265-21-4137 長野県飯田市上郷飯沼 １４５２ー３

長野県 飯田市 ドラッグストアマツモトキヨシ 飯田駄科店 0265-26-3010 長野県飯田市駄科 １３１８ー１

長野県 飯田市 ドラッグストアマツモトキヨシ アピタ飯田店 0265-56-1020 長野県飯田市鼎名古熊２４６１ アピタ飯田店１Ｆ

長野県 諏訪市 ドラッグストアマツモトキヨシ 赤沼店 0266-58-8978 長野県諏訪市四賀赤沼１６２５

長野県 諏訪市 アメリカンドラッグ 諏訪上川店 0266-56-6613 長野県諏訪市上川３丁目 ２４５０ー１

長野県 諏訪市 ウエルシア薬局　諏訪四賀店 0266-54-2862 長野県諏訪市大字四賀字赤沼 １７５３

長野県 須坂市 ファミリードラッグ 八幡店 026-248-0999 長野県須坂市墨坂２ー７ー１２ １Ｆ

長野県 須坂市 ファミリードラッグ 塩川店 026-242-7548 長野県須坂市塩川町２５５４ー１

長野県 須坂市 アメリカンドラッグ 須坂臥竜店 026-215-2700 長野県須坂市臥竜５ー１１ー１０

長野県 須坂市 ファミリードラッグ 芝宮前店 026-248-9111 長野県須坂市横町２８８ー１

長野県 須坂市 アメリカンドラッグ 春木町店 026-242-5331 長野県須坂市須坂９４１ー１

長野県 須坂市 アメリカンドラッグ 墨坂店 026-251-2230 長野県須坂市墨坂南１８９５ー１

長野県 須坂市 クスリのアオキ 墨坂店 026-247-8850 長野県須坂市墨坂 ４丁目３番２８号

長野県 須坂市 クスリのアオキ 旭ヶ丘店 026-247-8110 長野県須坂市旭ヶ丘 ２１０２番地１

長野県 小諸市 ウエルシア 小諸みかげ店 0267-23-0138 長野県小諸市御影新田 ２５７８ー１

長野県 小諸市 カワチ薬品　小諸店 0267-24-4230 長野県小諸市丙３８４－３

長野県 小諸市 ウエルシア 小諸御幸町店 0267-26-2205 長野県小諸市御幸町 一丁目２番２６号

長野県 伊那市 ベルシャイン　伊那店 0265-76-2111 長野県伊那市 伊那部日影４３５－１

長野県 伊那市 ユニーアピタ　伊那店 0265-72-1331 長野県伊那市伊那 字下川原５１９８

長野県 伊那市 ファミリードラッグ 竜東店 0265-71-6338 長野県伊那市大字伊那部字北川原 ５０９２ー１

長野県 伊那市 ファミリードラッグ 伊那店 0265-76-8681 長野県伊那市伊那部２６９６ー１

長野県 伊那市 ウエルシア薬局　伊那上新田店 0265-71-6810 長野県伊那市上新田２０２１番地

長野県 伊那市 ツルハドラッグ伊那福島店 0265-71-6268 長野県伊那市福島２２６

長野県 伊那市 カワチ薬品 伊那境店 0265-73-6931 長野県伊那市境 １３６１

長野県 伊那市 ウエルシア　伊那上牧店 0265-71-5067 長野県伊那市上牧６５９０

長野県 駒ヶ根市 ベルシャイン　駒ケ根店 0265-82-2111 長野県駒ヶ根市 赤穂１５６８番地

長野県 駒ヶ根市 ツルハドラッグ駒ヶ根店 0265-82-7507 長野県駒ヶ根市下市場 １２番１号

長野県 駒ヶ根市 アメリカンドラッグ 駒ヶ根店 0265-82-8250 長野県駒ヶ根市赤穂１４６７

長野県 駒ヶ根市 ドラッグストアマツモトキヨシ 駒ヶ根塩木 0265-82-8870 長野県駒ヶ根市赤穂 ４０２６－１

長野県 中野市 イオン中野店 0269-23-4555 長野県中野市大字一本木 ２５２ー１

長野県 中野市 アメリカンドラッグ吉田店 0269-26-0022 長野県中野市吉田７１８ー３

長野県 中野市 アメリカンドラッグ 駅南店 0269-23-3346 長野県中野市大字西条字吉原 ５８７ー２

長野県 中野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 中野吉田店 0269-24-7550 長野県中野市大字吉田 １０４９ー１

長野県 中野市 ファミリードラッグ 中野一本木店 0269-24-6220 長野県中野市一本木 ２３３ー１

長野県 中野市 カワチ薬品　中野店 0269-26-1180 長野県中野市大字片塩字松崎 ５８ー２

長野県 中野市 クスリのアオキ 西条店 0269-38-1171 長野県中野市大字西条 ８６９番地

長野県 大町市 とをしや薬局　大町常盤店 0261-26-3250 長野県大町市常盤５８６８ー９

長野県 大町市 ドラッグストアマツモトキヨシ フレスポ大町 0261-21-2320 長野県大町市大町３５００ー７

長野県 飯山市 アメリカンドラッグ飯山静間店 0269-81-1372 長野県飯山市大字静間１４８１

長野県 茅野市
ドラッグストアマツモトキヨシ 諏訪ステー
ションパーク店

0266-71-1450 長野県茅野市中沖１３ー６

長野県 茅野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 長峰店 0266-71-2555 長野県茅野市宮川１１３５９ー１



長野県 茅野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 上原店 0266-73-7177 長野県茅野市ちの２４３ー７

長野県 茅野市 アメリカンドラッグ 茅野メリーパーク店 0266-82-5877 長野県茅野市宮川４４４９ー１ ショッピングセンター メリーパーク内

長野県 茅野市 ウエルシア茅野本町店 0266-82-8210 長野県茅野市本町西４６０４ー１

長野県 塩尻市 とをしや薬局　広丘野村店 0263-51-6020 長野県塩尻市大字広丘野村 ７９７ー３

長野県 塩尻市 とをしや薬局　広丘駅前店 0263-54-8867 長野県塩尻市大字広丘原新田 ２１５ー４

長野県 塩尻市 アメリカンドラッグ 塩尻店 0263-51-6861 長野県塩尻市大門七区５８ー３

長野県 塩尻市 とをしや薬局　塩尻中学前店 0263-54-9727 長野県塩尻市大字大小屋字屋敷 ９３ー１

長野県 塩尻市 ファミリードラッグ 塩尻ギャザ店 0263-51-6256 長野県塩尻市広丘野村 １６８８ー１

長野県 塩尻市 カワチ薬品塩尻店 0263-52-6356 長野県塩尻市大門並木町 １１－１０

長野県 塩尻市 サンドラッグ塩尻店 0263-51-6377 長野県塩尻市大門一番地 ７ー２

長野県 佐久市 イオン佐久平店 0267-65-8711 長野県佐久市佐久平駅南 １１ー１０

長野県 佐久市 ウエルシア　佐久 インターウェーブ店 0267-65-8188 長野県佐久市小田井６１３ 佐久小田井ショッピングセンター 内

長野県 佐久市 アメリカンドラッグ臼田店 0267-81-1086 長野県佐久市田口５５４５ー１

長野県 佐久市 カワチ薬品佐久平店 0267-68-7221 長野県佐久市岩村田１７６３ー１

長野県 佐久市 ドラッグストアマツモトキヨシ 野沢南店 0267-64-5320 長野県佐久市野沢１７０ー１

長野県 佐久市 ツルハドラッグ佐久岩村田店 0267-66-0268 長野県佐久市岩村田２１０３番地

長野県 佐久市 アメリカンドラッグ 佐久中込 0267-77-7691 長野県佐久市中込字西妻神 ３２０６番地

長野県 佐久市 ウエルシア　佐久中込店 0267-64-6755 長野県佐久市中込４７７ー５

長野県 佐久市 ウエルシア 佐久市役所前店 0267-64-2550 長野県佐久市中込３０１５ー１

長野県 千曲市 アメリカンドラッグ 杭瀬下店 026-261-3350 長野県千曲市大字杭瀬下６５

長野県 千曲市 アメリカンドラッグ 粟佐店 026-274-4785 長野県千曲市大字粟佐 １２４０ー１

長野県 千曲市 アメリカンドラッグ 千曲埴生店 026-261-3120 長野県千曲市鋳物師屋 １３０ー３

長野県 千曲市 クスリのアオキ 粟佐店 026-273-8220 長野県千曲市大字粟佐字宮西 １２５８ー１

長野県 千曲市 クスリのアオキ 戸倉店 026-213-6311 長野県千曲市戸倉１９１６番地１

長野県 千曲市 クスリのアオキ 新田店 026-247-8280 長野県千曲市新田７６８番地３

長野県 東御市 ウエルシア 東部かのう店 0268-64-5118 長野県東御市字和３１７８

長野県 東御市 アメリカンドラッグ 東御常田店 0268-64-7155 長野県東御市常田７２９ー１

長野県 安曇野市 イオン豊科店 0263-72-3177 長野県安曇野市豊科 ４２７２ー１０

長野県 安曇野市 とをしや薬局　三郷店 0263-77-7577 長野県安曇野市三郷温 ２４２９ー２

長野県 安曇野市 とをしや薬局　有明店 0263-83-7341 長野県安曇野市穂高有明 １００１１

長野県 安曇野市 とをしや薬局　堀金店 0263-73-5603 長野県安曇野市堀金烏川５０１０

長野県 安曇野市 とをしや薬局　矢原店 0263-81-0955 長野県安曇野市穂高７６９ー２

長野県 安曇野市 とをしや薬局　豊科店 0263-71-2811 長野県安曇野市豊科２６３７ー４

長野県 安曇野市 ドラッグストアマツモトキヨシ あづみの堀 0263-71-2720 長野県安曇野市堀金烏川 ５０５２ー１

長野県 安曇野市 アメリカンドラッグ 穂高店 0263-81-1182 長野県安曇野市穂高２５７９ー１

長野県 安曇野市 カワチ薬品穂高店 0263-84-0703 長野県安曇野市穂高５５７７ー１

長野県 安曇野市 ウエルシア安曇野インター店 0263-71-1512 長野県安曇野市豊科田沢 ６９５６ー１

長野県 南佐久郡佐久穂町 ファミリードラッグ 佐久穂店 0267-86-5572 長野県南佐久郡佐久穂町 大字宿岩９１ー６

長野県 北佐久郡軽井沢町 ツルハドラッグ軽井沢店 0267-44-3268 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 １７１４ー１

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

長野県 北佐久郡御代田町 アメリカンドラッグ 御代田店 0267-31-2630 長野県北佐久郡御代田町大字 馬瀬口１８６１ー１

長野県 北佐久郡御代田町 ファミリードラッグ 御代田店 0267-31-2010 長野県北佐久郡御代田町大字 馬瀬口１８５０

長野県 諏訪郡下諏訪町 イオン諏訪店 0266-28-6211 長野県諏訪郡下諏訪町湖浜 ６１３３

長野県 諏訪郡下諏訪町 ツルハドラッグ下諏訪店 0266-26-3268 長野県諏訪郡下諏訪町 ６２８４番１

長野県 諏訪郡富士見町 ファミリードラッグ 富士見店 0266-61-2190 長野県諏訪郡富士見町落合 １０７７８ー９

長野県 上伊那郡辰野町 辰野ファミリー薬局 0266-44-1661 長野県上伊那郡辰野町伊那富神田 ２５８７ー１



長野県 上伊那郡箕輪町 ファミリードラッグ 箕輪店 0265-79-9958 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪 ８０５７

長野県 上伊那郡箕輪町 アメリカンドラッグ 箕輪店 0265-71-1012 長野県上伊那郡箕輪町三日町 ９２８ー１

長野県 上伊那郡南箕輪村 アメリカンドラッグ 伊那インター店 0265-71-6661 長野県上伊那郡南箕輪村三本木 ８３０４ー２６５

長野県 上伊那郡南箕輪村 ドラッグストアマツモトキヨシ 伊那インター 0265-76-8918 長野県上伊那郡南箕輪村 ８７８０ー１

長野県 下伊那郡高森町 ファミリードラッグ 高森店 0265-34-3211 長野県下伊那郡高森町山吹 ４５１３

長野県 北安曇郡池田町 ドラッグストアマツモトキヨシ 池田町店 0261-61-6010 長野県北安曇郡池田町大字池田 ２８５５番地

長野県 北安曇郡松川村 とをしや薬局　松川店 0261-61-1525 長野県北安曇郡松川村東川原 ５７２８ー１８０

長野県 北安曇郡白馬村 ファミリードラッグ 白馬店 0261-71-1671 長野県北安曇郡白馬村大字北城 ５９３４ー１

長野県 上水内郡信濃町 ファミリードラッグ 古間店 026-251-7117 長野県上水内郡信濃町古間 ８６７ー１


