
都道府県 市区町村 店名 電話番号 住所

青森県 青森市 イトーヨーカ堂 青森店 017-739-0211 青森県青森市浜田１－１４－１

青森県 青森市 イオン青森店 017-723-4131 青森県青森市緑３ー９ー２

青森県 青森市 スーパードラッグアサヒ 青森店 017-744-6622 青森県青森市浜館２ー４ー８

青森県 青森市 スーパードラッグアサヒ 青森中央店 017-762-2227 青森県青森市東大野２ー１１ー３

青森県 青森市
スーパードラッグアサヒ 青森西バイパス
店

017-761-6222 青森県青森市三好２ー２ー２２

青森県 青森市 ツルハドラッグ　大野店 017-721-4330 青森県青森市金沢３－１２－２１

青森県 青森市 ツルハドラッグ浪岡店 0172-69-1277 青森県青森市浪岡大字杉沢字井ノ 下１２６－２

青森県 青森市 ツルハドラッグ　青森新田店 017-761-7190 青森県青森市新田１－１－１０

青森県 青森市 サンドラッグ青森浜田店 017-762-1730 青森県青森市大字浜田字玉川 １９６ー１

青森県 青森市 ツルハドラッグ青森富田店 017-761-6268 青森県青森市富田３－９－１

青森県 青森市 ツルハドラッグ 青森浜田店 017-762-3268 青森県青森市大字浜田字玉川 ２５１ー２

青森県 青森市 ツルハドラッグ青森新城店 017-763-1268 青森県青森市大字新城字平岡 １７５－３８

青森県 青森市 ツルハドラッグ青森南佃店 017-765-4268 青森県青森市南佃１ー４４ー１

青森県 弘前市 ドン・キホーテ 弘前店 0172-29-2611 青森県弘前市高田５ー２ー８

青森県 弘前市 スーパードラッグアサヒ 堅田店 0172-31-2227 青森県弘前市大字宮川 １ー２ー１３

青森県 弘前市 スーパードラッグアサヒ 南大町店 0172-31-0860 青森県弘前市大字取上１ー１ー１

青森県 弘前市 ツルハドラッグ　安原店 0172-89-1231 青森県弘前市大字大清水上広野 ４３－２５

青森県 弘前市 ツルハドラッグ　城東店 0172-29-1256 青森県弘前市大字田園２－３－１

青森県 弘前市 ツルハドラッグ　弘前アルカディア店 0172-29-1281 青森県弘前市大字扇町３丁目１

青森県 弘前市 ツルハドラッグ弘前浜の町店 0172-39-4033 青森県弘前市大字浜の町西 ２－２－７

青森県 弘前市 ツルハドラッグ弘前堅田店 0172-39-1344 青森県弘前市大字堅田 ２－２－２２

青森県 弘前市 ツルハドラッグ　弘前樹木店 0172-31-1321 青森県弘前市大字樹木４－３－１

青森県 弘前市 調剤薬局ツルハドラッグ 弘前豊原店 0172-31-1268 青森県弘前市豊原１丁目３－４

青森県 弘前市 ツルハドラッグ弘前外崎店 0172-29-2688 青森県弘前市大字外崎 ３ー５ー１

青森県 弘前市 ツルハドラッグ 弘前神田店 0172-31-0268 青森県弘前市大字神田５ー６ー２

青森県 弘前市 ツルハドラッグ 弘前駅前店 0172-39-1268 青森県弘前市大字駅前２ー６ー１

青森県 弘前市 スーパードラッグアサヒ さくら野弘前店 0172-88-5537 青森県弘前市城東北３ー１０ー１

青森県 八戸市 イオン八戸田向店 0178-72-1341 青森県八戸市大字田向字毘沙門平 ２７ー１

青森県 八戸市 イトーヨーカ堂 八戸沼館店 0178-22-5511 青森県八戸市沼館４ー７ー１１１

青森県 八戸市 スーパードラッグアサヒ 八戸店 0178-28-8979 青森県八戸市下長２丁目１ー１２

青森県 八戸市 スーパードラッグアサヒ 湊高台店 0178-35-0200 青森県八戸市湊高台１ー３ー２

青森県 八戸市 ツルハドラッグ河原木店 0178-28-1255 青森県八戸市下長４－１－９

青森県 八戸市 ツルハドラッグ十八日町店 0178-22-7231 青森県八戸市十八日町２７

青森県 八戸市 ツルハドラツグみなと店 0178-33-6565 青森県八戸市湊町新井田道１２－ １

青森県 八戸市 ツルハドラッグ湊高台店 0178-31-2735 青森県八戸市湊高台３－７－１

青森県 八戸市 ツルハドラッグ根城店 0178-45-1535 青森県八戸市根城８丁目８－８

【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。 



青森県 八戸市 サンドラッグ八戸店 0178-70-2285 青森県八戸市北白山台５ー１ー７

青森県 八戸市 ツルハドラッグ八戸売市店 0178-72-3268 青森県八戸市売市２－１３－１５

青森県 八戸市
ドラッグストアマツモトキヨシ シンフォニー
プラザ八戸沼館店

0178-73-5150 青森県八戸市沼館４ー４ー８

青森県 八戸市 ツルハドラッグ八戸小中野店 0178-71-1268 青森県八戸市小中野 ４ー５ー１８

青森県 八戸市 ツルハドラッグ八戸江陽店 0178-72-1288 青森県八戸市江陽２ー１３ー４０

青森県 八戸市 スーパードラッグアサヒ 類家店 0178-45-7800 青森県八戸市類家４ー２２ー１３

青森県 八戸市 ツルハドラッグ八戸沼館店 0178-73-1268 青森県八戸市沼館４ー１ー２２

青森県 八戸市 ツルハドラッグ八戸田向店 0178-71-8266 青森県八戸市大字田向字冷水 ４４ー１

青森県 八戸市
ツルハドラッグ調剤薬局 八戸市民病院前
店

0178-73-2681 青森県八戸市大字田向 字毘沙門前１０ー５

青森県 八戸市 ツルハドラッグ 本八戸駅前店 0178-71-3268 青森県八戸市城下２ー１ー１２

青森県 八戸市 薬マツモトキヨシ ラピア八戸店 0178-71-2116 青森県八戸市江陽２ー１４ー１ 八戸ショッピングセンターラピア ３階

青森県 八戸市 ツルハドラッグ八戸諏訪店 0178-71-4268 青森県八戸市諏訪３ー３ー２０

青森県 八戸市 ツルハドラッグ 八戸八太郎店 0178-21-6268 青森県八戸市八太郎 ２丁目２２番１

青森県 八戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ 八戸石堂店 0178-21-3121 青森県八戸市石堂４ー１５ー１２

青森県 黒石市 スーパードラッグアサヒ 黒石バイパス店 0172-59-1267 青森県黒石市追子野木 １ー５７１ー１

青森県 黒石市 ツルハドラッグ黒石店 0172-59-0327 青森県黒石市錦町８－６

青森県 五所川原市 イトーヨーカ堂 五所川原店 0173-33-1111 青森県五所川原市大字唐笠柳 字藤巻５１７－１

青森県 五所川原市 スーパードラッグアサヒ 柏店 0173-38-1530 青森県五所川原市大字小曲 字枝村４２ー１

青森県 五所川原市 ツルハドラッグ五所川原店 0173-38-5191 青森県五所川原市大字唐笠柳 字藤巻５１７－７の内

青森県 五所川原市 ツルハドラッグアクロス 五所川原店 0173-38-3836 青森県五所川原市大字唐笠柳 字藤巻６２６

青森県 五所川原市 ツルハドラッグ 五所川原本町店 0173-38-3555 青森県五所川原市字本町２５ー２

青森県 十和田市 イオンスーパーセンター 十和田店 0176-21-3000 青森県十和田市相坂六日町山１６ ６－１

青森県 十和田市 スーパーシティアサヒ 十和田店 0176-21-5270 青森県十和田市相坂字白上 ２４８ー１４

青森県 十和田市 調剤薬局ツルハドラッグ十和田店 0176-21-3268 青森県十和田市西十二番町 １５－２６

青森県 十和田市 ツルハドラッグ十和田南店 0176-21-1268 青森県十和田市東四番町４ー３０

青森県 十和田市 ツルハドラッグ 十和田東店 0176-21-5268 青森県十和田市東一番町１ー３０

青森県 三沢市 スーパードラッグアサヒ 三沢店 0176-51-8690 青森県三沢市大字三沢字堀口 ９４ー２４２

青森県 三沢市 スーパーシティアサヒ ビードルプラザ店 0176-52-5025 青森県三沢市松園町３ー１０ー１

青森県 三沢市 ツルハドラッグ三沢南町店 0176-51-8268 青森県三沢市南町 ２ー３１ー１６１

青森県 三沢市 ツルハドラッグ三沢松園店 0176-51-7268 青森県三沢市松園町 ３ー４ー１

青森県 三沢市 ツルハドラッグ三沢南山店 0176-50-7268 青森県三沢市大字三沢字南山 ７３ー３

青森県 むつ市 スーパードラッグアサヒ むつ店 0175-28-2340 青森県むつ市中央１ー１４９

青森県 むつ市 ツルハドラッグむつ店 0175-28-2680 青森県むつ市小川町１－９－３１

青森県 むつ市 ツルハドラッグ　むつ大平店 0175-28-3268 青森県むつ市大平町２１－６

青森県 むつ市 ツルハドラッグ むつ柳町店 0175-33-8522 青森県むつ市大字田名部字前田 ３８ー１

青森県 つがる市 イオンつがる柏店 0173-25-3400 青森県つがる市柏稲盛幾世４１

青森県 平川市 ツルハドラッグ　平賀店 0172-43-1120 青森県平川市小和森上松岡２１６

青森県 東津軽郡平内町 調剤薬局ツルハドラッグ平内店 017-758-1041 青森県東津軽郡平内町大字小湊 字外ノ沢４０番

青森県 西津軽郡鰺ヶ沢町 スーパードラッグアサヒ 鯵ヶ沢店 0173-72-2339 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字 西禿１８ー１

青森県 南津軽郡藤崎町 イオン藤崎店 0172-75-3300 青森県南津軽郡藤崎町大字 西豊田１ー７ー１５

青森県 南津軽郡藤崎町 スーパードラッグアサヒ 藤崎店 0172-89-7111 青森県南津軽郡藤崎町 大字西豊田３ー１ー２５

青森県 北津軽郡板柳町 ツルハドラッグ板柳店 0172-79-2065 青森県北津軽郡板柳町大字灰沼東 ２６３

青森県 上北郡野辺地町 スーパードラッグアサヒ 野辺地店 0175-64-1188 青森県上北郡野辺地町字二本木 ４６ー１

青森県 上北郡野辺地町 ツルハドラッグ野辺地店 0175-65-2268 青森県上北郡野辺地町字野辺地 ４１－１



青森県 上北郡七戸町 イオン七戸十和田駅前店 0176-62-5460 青森県上北郡七戸町字荒熊内 ６７番地９９０

青森県 上北郡おいらせ町 イオン下田店 0178-50-3000 青森県上北郡おいらせ町字 中野平４０ー１

青森県 上北郡おいらせ町 スーパードラッグアサヒ 下田店 0178-50-6320 青森県上北郡おいらせ町大字高田 ６９ー１

青森県 三戸郡三戸町 ツルハドラッグ三戸店 0179-20-1230 青森県三戸郡三戸町大字川守田 字下比良３５外

青森県 三戸郡南部町 ツルハドラッグ 福地南部店 0178-60-1268 青森県三戸郡南部町大字苫米地 字白山堂１ー２

岩手県 盛岡市 イオン盛岡店 019-605-3700 岩手県盛岡市前潟４ー７ー１

岩手県 盛岡市 イオン盛岡南店 019-631-3000 岩手県盛岡市本宮７丁目１番１号

岩手県 盛岡市 ツルハドラッグかど店 019-622-7181 岩手県盛岡市門１丁目５ー５０

岩手県 盛岡市 ツルハドラッグ　上田店 019-624-8489 岩手県盛岡市上田１丁目３ー２６

岩手県 盛岡市 ツルハドラッグ津志田店 0196-37-0038 岩手県盛岡市津志田１８ー３４

岩手県 盛岡市 ツルハドラッグ黒石野店 019-664-0130 岩手県盛岡市黒石野２丁目 ９ー５８

岩手県 盛岡市 ツルハドラッグ西仙北店 019-635-6881 岩手県盛岡市本宮一丁目２１ー８

岩手県 盛岡市 ツルハドラッグ　三ツ割店 019-664-0710 岩手県盛岡市三ツ割４ー１ー３３

岩手県 盛岡市 ツルハドラッグ大通２丁目店 019-604-0080 岩手県盛岡市大通り２丁目３ー５

岩手県 盛岡市 ツルハドラッグ　三本柳店 019-614-3660 岩手県盛岡市三本柳５地割 ２８ー１

岩手県 盛岡市 カワチ薬品 盛岡みたけ店 019-643-3220 岩手県盛岡市みたけ４丁目２ー１

岩手県 盛岡市 ツルハドラッグ　みたけ店 019-648-8710 岩手県盛岡市みたけ３丁目 ３５ー１５

岩手県 盛岡市 薬マツモトキヨシ マイヤタウングラン店 019-636-3002 岩手県盛岡市西仙北 一丁目３８番２０号

岩手県 盛岡市 サンドラッグ盛岡南サンサ店 019-632-3737 岩手県盛岡市津志田西 ２ー１７ー５０

岩手県 盛岡市 ツルハドラッグ盛岡津志田西店 019-632-1333 岩手県盛岡市津志田西２丁目２番 １５号

岩手県 盛岡市 サンドラッグ鉈屋町店 019-604-3766 岩手県盛岡市鉈屋町１１

岩手県 盛岡市 サンドラッグ青山店 019-648-5511 岩手県盛岡市青山 ２ー５ー５５

岩手県 盛岡市 ツルハドラッグ盛岡大館町店 019-648-6268 岩手県盛岡市大館町１８番３号

岩手県 盛岡市 ツルハドラッグ盛岡南仙北店 019-656-5133 岩手県盛岡市南仙北 １ー２１ー３９

岩手県 盛岡市 ツルハドラッグ盛岡青山店 019-648-5268 岩手県盛岡市月が丘 ２ー１ー３５

岩手県 盛岡市 ツルハドラッグ盛岡みたけ北店 019-648-3025 岩手県盛岡市みたけ２丁目 １２番１０号

岩手県 盛岡市 ツルハドラッグ盛岡向中野店 019-656-4268 岩手県盛岡市向中野 ５丁目２９ー３８

岩手県 盛岡市 サンドラッグ盛南店 0196-56-4351 岩手県盛岡市向中野７丁目 １４番１０号

岩手県 盛岡市 ツルハドラッグ盛岡八幡店 019-604-3268 岩手県盛岡市八幡町 １２番２２号

岩手県 盛岡市 カワチ薬品　盛岡本宮店 019-636-2633 岩手県盛岡市本宮４ー４０ー２０

岩手県 盛岡市 ツルハドラッグ 盛岡上堂店 019-648-0268 岩手県盛岡市上堂 １丁目１７番３６号

岩手県 盛岡市 ドラッグストアマツモトキヨシ 上盛岡店 019-604-3566 岩手県盛岡市北山一丁目９ー３０

岩手県 宮古市 調剤薬局ツルハドラック 宮古中央店 0193-65-0122 岩手県宮古市保久田８番５号

岩手県 宮古市 ツルハドラッグ宮古南町店 0193-71-2628 岩手県宮古市南町１４番３号

岩手県 宮古市 ツルハドラッグ宮古磯鶏店 0193-64-2268 岩手県宮古市磯鶏石崎 ２番１２号

岩手県 大船渡市 ツルハドラッグ大船渡店 0192-21-1110 岩手県大船渡市盛町内ノ目 １４ー５

岩手県 大船渡市 ツルハドラッグ大船渡赤崎店 0192-21-1268 岩手県大船渡市赤崎町字諏訪前 ３９ー７

岩手県 大船渡市 ツルハドラッグ大船渡笹崎店 0192-26-0268 岩手県大船渡市大船渡町字笹崎 １３２ー１

岩手県 大船渡市 ツルハドラッグ 大船渡北店 0192-26-7268 岩手県大船渡市立根町字桑原 ４３番地１

岩手県 花巻市 イトーヨーカ堂 花巻店 0198-23-7200 岩手県花巻市下小舟渡１１８ー１

岩手県 花巻市 ツルハドラッグ西大通店 0198-21-5877 岩手県花巻市西大通り２丁目 １ー２５

岩手県 花巻市 カワチ薬品 花巻店 0198-22-7100 岩手県花巻市上小舟渡３４４ー３

岩手県 花巻市 ツルハドラッグ 花巻高木店 0198-21-3223 岩手県花巻市高木第１６地割他

岩手県 花巻市 ツルハドラッグ 花巻東店 0198-21-1268 岩手県花巻市南新田２７４ー２

岩手県 花巻市 ツルハドラッグ花巻石鳥谷店 0198-45-1268 岩手県花巻市石鳥谷町八幡 第４地割５３番２

岩手県 北上市 イオン江釣子店 0197-65-2711 岩手県北上市北鬼柳１９ー６８



岩手県 北上市 ツルハドラッグ北上店 0197-61-2520 岩手県北上市柳原町 １ー４ー１４０

岩手県 北上市 ツルハドラッグ北上アピア店 0197-61-0844 岩手県北上市藤沢１９地割 ３５ー１

岩手県 北上市 ツルハドラッグ北上東店 0197-61-2268 岩手県北上市里分２５

岩手県 北上市 ツルハドラッグ北上江釣子店 0197-71-5411 岩手県北上市上江釣子６地割３５

岩手県 北上市 カワチ薬品 北上店 0197-63-8152 岩手県北上市北鬼柳３２

岩手県 北上市 ツルハドラッグ北上鬼柳店 0197-71-2268 岩手県北上市鬼柳町都鳥 １９０ー２

岩手県 久慈市 ツルハドラッグ久慈店 0194-52-7200 岩手県久慈市長内町２９ー８ー１

岩手県 久慈市 ツルハドラッグ久慈荒町店 0194-61-3267 岩手県久慈市荒町第１３地割 １４番１

岩手県 遠野市 ツルハドラッグ遠野店 019-863-1060 岩手県遠野市松崎町白岩地森

岩手県 遠野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 遠野店 0198-63-3812 岩手県遠野市松崎町白岩 ９地割７４ー１

岩手県 一関市 イオン一関店 0191-25-6000 岩手県一関市山目字泥田８９ー１

岩手県 一関市 イオンスーパーセンター 一関店 019-605-8803 岩手県一関市狐禅寺字石ノ瀬 １１番１

岩手県 一関市 カワチ薬品 一関店 0191-25-6850 岩手県一関市赤荻字境７２

岩手県 一関市 ドラッグストアマツモトキヨシ 千厩店 0191-51-3278 岩手県一関市千厩町千厩字古ケ口 ８８

岩手県 一関市 カワチ薬品 三関店 0191-21-2241 岩手県一関市三関字新田 １１８ー１

岩手県 一関市 ツルハドラッグ 一関中里店 0191-31-2268 岩手県一関市中里字雲南 ６３番地

岩手県 陸前高田市 ツルハドラッグ 高田アップルロード店 0192-55-6268 岩手県陸前高田市米崎町字西風道 ２３９番１

岩手県 陸前高田市 ツルハドラッグ 高田中央店 0192-55-5268 岩手県陸前高田市高田町字舘の沖 １番４号

岩手県 釜石市 ツルハドラッグ 釜石店 0193-31-2688 岩手県釜石市只越町 ２丁目４ー１７

岩手県 二戸市 スーパードラッグアサヒ 二戸店 0195-22-3390 岩手県二戸市堀野字大谷地 ５７ー１

岩手県 二戸市 ドラッグストアマツモトキヨシ 二戸荷渡店 0195-23-1880 岩手県二戸市石切所字荷渡 １４番３

岩手県 八幡平市 ツルハドラッグ西根店 0195-64-1810 岩手県八幡平市平舘 ２５ー１３８ー１

岩手県 奥州市 イオン前沢店 0197-41-3111 岩手県奥州市前沢区向田 ２丁目８５

岩手県 奥州市 ツルハドラック江刺店 0197-31-1121 岩手県奥州市江刺区西大通り ９番５号

岩手県 奥州市 ツルハドラッグ前沢店 0197-56-2217 岩手県奥州市前沢区向田 ２ー８９

岩手県 奥州市 カワチ薬品 水沢北店 0197-25-6370 岩手県奥州市水沢区佐倉河字 東沖ノ目７８

岩手県 奥州市 ツルハドラッグ佐倉河店 0197-51-6155 岩手県奥州市水沢区佐倉河字石橋 ４ー１

岩手県 奥州市 ツルハドラッグ　水沢台町店 0197-51-7800 岩手県奥州市水沢区台町 １４ー２

岩手県 奥州市 ツルハドラッグ水沢大鐘店 0197-51-1268 岩手県奥州市水沢区南大鐘 １丁目８５

岩手県 奥州市 ツルハドラッグ水沢店 0197-51-7268 岩手県奥州市水沢区字斉の神 １０３番地

岩手県 滝沢市 ツルハドラッグ　滝沢巣子店 019-648-8557 岩手県滝沢市巣子９５ー１

岩手県 滝沢市 ツルハドラッグ　滝沢室小路店 019-699-2221 岩手県滝沢市室小路６７２ー１８

岩手県 岩手郡雫石町 ツルハドラッグ雫石店 019-691-2228 岩手県岩手郡雫石町千刈田９６

岩手県 岩手郡岩手町 ツルハドラッグ沼宮内店 0195-61-1161 岩手県岩手郡岩手町大字五日市 第１１地割１１７番１・１７

岩手県 紫波郡紫波町 ツルハドラッグ紫波店 019-671-1268 岩手県紫波郡紫波町高水寺字大坊 ２３５

岩手県 紫波郡紫波町 サンドラッグ紫波店 019-671-3330 岩手県紫波郡紫波町日詰字丸盛 １９０番１

岩手県 紫波郡紫波町 カワチ薬品　紫波店 019-672-6640 岩手県紫波郡紫波町桜町 才土地１２１

岩手県 紫波郡紫波町 ツルハドラッグ 紫波中央店 019-671-2268 岩手県紫波郡紫波町日詰字中新田 ２１１ー１

岩手県 紫波郡矢巾町 カワチ薬品　矢巾店 019-697-0481 岩手県紫波郡矢巾町大字西徳田 第５地割８８ー１

岩手県 胆沢郡金ケ崎町 イオンスーパーセンター 金ヶ崎店 0197-41-0800 岩手県胆沢郡金ヶ崎町三ケ尻荒巻 １６５

岩手県 胆沢郡金ケ崎町 ツルハドラック金ヶ崎店 0197-41-1091 岩手県胆沢郡金ヶ崎町 西根本宮後１５番

岩手県 下閉伊郡山田町 ツルハドラッグ岩手山田店 0193-82-0268 岩手県下閉伊郡山田町中央町 ５番６号

宮城県 仙台市青葉区 ドン・キホ－テ 仙台台原店 022-728-7533 宮城県仙台市青葉区台原 １ー７ー４０

宮城県 仙台市青葉区 イオン仙台店 022-261-1251 宮城県仙台市青葉区中央 ２ー３ー６

宮城県 仙台市青葉区 薬マツモトキヨシ仙台一番町店 022-723-8333 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目 ３ー２６

宮城県 仙台市青葉区 調剤薬局ツルハドラッグ 南吉成店 022-303-5044 宮城県仙台市青葉区 南吉成３丁目１番２３号



宮城県 仙台市青葉区 カワチ薬品 栗生店 022-392-7010 宮城県仙台市青葉区下愛子字 本木前９２

宮城県 仙台市青葉区 カワチ薬品 南吉成店 022-277-4021 宮城県仙台市青葉区南吉成 １ー１５ー３

宮城県 仙台市青葉区 ツルハドラッグ 小田原店 022-716-5072 宮城県仙台市青葉区小田原 ５丁目３番２８号

宮城県 仙台市青葉区 トモズ　仙台サンモール店 022-267-8295 宮城県仙台市青葉区一番町 ２ー６ー３

宮城県 仙台市青葉区 ツルハドラッグ 荒巻本沢店 022-303-3016 宮城県仙台市青葉区荒巻本沢 １丁目１７ー５

宮城県 仙台市青葉区 ツルハドラッグぶらんどーむ店 022-212-6106 宮城県仙台市青葉区一番町 ３ー１１ー１０

宮城県 仙台市青葉区 トモズ　仙台ハピナ店 022-215-0831 宮城県仙台市青葉区中央 １ー７ー２

宮城県 仙台市青葉区 アインズ＆トルペ 仙台駅前店 022-212-5610 宮城県仙台市青葉区中央 ３丁目６番１号仙台ＴＲビル

宮城県 仙台市青葉区 ツルハドラッグ仙台愛子店 022-302-8707 宮城県仙台市青葉区愛子東 １丁目４ー３４

宮城県 仙台市青葉区 トモズ　仙台中央店 022-399-8570 宮城県仙台市青葉区中央 ４ー２ー１６ 仙台中央第一生命ビル１階

宮城県 仙台市青葉区 ツルハドラッグ仙台上杉店 022-727-5568 宮城県仙台市青葉区上杉 ６丁目１番１０号

宮城県 仙台市青葉区 ツルハドラッグＴＩＣ一番町店 022-722-0255 宮城県仙台市青葉区一番町 ４丁目９番１８号

宮城県 仙台市青葉区 サンドラッグ中山台店 022-303-1811 宮城県仙台市青葉区芋沢字吉成山 １８ー２２

宮城県 仙台市青葉区 サンドラッグ愛子店 022-391-0171 宮城県仙台市青葉区上愛子 字新宮前８ー１

宮城県 仙台市青葉区 薬マツモトキヨシ 仙台クリスロード店 022-215-1665 宮城県仙台市青葉区中央 ２ー２４

宮城県 仙台市青葉区 ドラッグストアマツモトキヨシ 栗生店 022-391-1178 宮城県仙台市青葉区栗生 ７ー３ー８

宮城県 仙台市青葉区 サンドラッグ仙台クリスロード店 022-217-3107 宮城県仙台市青葉区中央 ２ー４ー３

宮城県 仙台市青葉区 カワチ薬品 愛子店 022-391-6101 宮城県仙台市青葉区上愛子字榎 ２ー１

宮城県 仙台市青葉区 ツルハドラッグ仙台中山店 022-303-3268 宮城県仙台市青葉区中山七丁目 １番１０９

宮城県 仙台市青葉区 ツルハドラッグ仙台上愛子店 022-391-6268 宮城県仙台市青葉区上愛子字雷神 ４ー２

宮城県 仙台市青葉区 トモズ　エスパル仙台店 022-766-8255 宮城県仙台市青葉区中央 １ー１ー１ エスパル２Ｆ

宮城県 仙台市宮城野区 イオン仙台幸町店 022-292-1001 宮城県仙台市宮城野区幸町 ５丁目１０番１号

宮城県 仙台市宮城野区 カワチ薬品 仙台ゆめタウン店 022-786-3215 宮城県仙台市宮城野区中野字曲田 １３８

宮城県 仙台市宮城野区 カワチ薬品 岩切店 022-255-1901 宮城県宮城野区岩切字分台 ７４ー１

宮城県 仙台市宮城野区 ツルハドラッグ小鶴新田店 022-782-7009 宮城県仙台市宮城野区 小鶴字羽黒３２ー１

宮城県 仙台市宮城野区 ツルハドラッグ仙台宮千代店 022-782-2068 宮城県仙台市宮城野区宮千代 ３丁目

宮城県 仙台市宮城野区 ツルハドラッグ仙台宮城野店 022-292-6250 宮城県仙台市宮城野区宮城野 １丁目２８番２８号

宮城県 仙台市宮城野区 カワチ薬品 フォレオ宮の杜店 022-792-1060 宮城県仙台市宮城野区東仙台 ４丁目１４番１０号

宮城県 仙台市宮城野区 ツルハドラッグ仙台二の森店 022-301-6268 宮城県仙台市宮城野区二の森 １番１３号

宮城県 仙台市宮城野区 ヨドバシカメラ マルチメディア仙台店 022-295-1010 宮城県仙台市宮城野区榴岡 １ー２ー１３

宮城県 仙台市宮城野区 ツルハドラッグ仙台新田店 022-782-3268 宮城県仙台市宮城野区新田 ２丁目１７－４５

宮城県 仙台市宮城野区
ドラッグストアマツモトキヨシ 新田東二丁
目店

022-782-0309 宮城県仙台市宮城野区新田東 ２丁目１番７号

宮城県 仙台市宮城野区 サンドラッグ幸町店 022-292-6631 宮城県仙台市宮城野区幸町 ３ー１ー２

宮城県 仙台市宮城野区 ツルハドラッグ仙台鶴ケ谷店 022-388-3268 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷 ２丁目８番１２号

宮城県 仙台市宮城野区 薬マツモトキヨシ 仙台東口店 022-791-0890 宮城県仙台市宮城野区榴ヶ岡 １ー２ー８ 松栄東口第一ビル

宮城県 仙台市宮城野区 ツルハドラッグ 田子西店 022-388-8268 宮城県仙台市宮城野区田子 字中坪１１４

宮城県 仙台市宮城野区 サンドラッグ鶴ヶ谷店 022-388-3466 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷 ２丁目８ー７

宮城県 仙台市宮城野区 ドラッグストアマツモトキヨシ 福室店 022-388-8031 宮城県仙台市宮城野区福室 ６丁目２０番３０号

宮城県 仙台市宮城野区 ツルハドラッグ 仙台原町店 022-791-6268 宮城県仙台市宮城野区原町 三丁目１ー８

宮城県 仙台市若林区 ドン・キホーテ 六丁の目店 022-390-1911 宮城県仙台市若林区六丁の目東町 ６ー１７

宮城県 仙台市若林区 カワチ薬品 仙台東店 022-288-7731 宮城県仙台市若林区伊在 ２ー３ー１

宮城県 仙台市若林区 ツルハドラッグ 大和町東店 022-782-2225 宮城県仙台市若林区大和町５丁目 ３番２３号

宮城県 仙台市若林区 ツルハドラッグ　六丁の目店 022-390-1824 宮城県若林区伊在字東通３ー１

宮城県 仙台市若林区 ツルハドラッグ仙台荒町店 022-722-8268 宮城県仙台市若林区荒町 １４９ー６

宮城県 仙台市若林区 ツルハドラッグ仙台大和町店 022-782-1361 宮城県仙台市若林区大和町 １丁目２６８ー５



宮城県 仙台市若林区 ツルハドラッグ大和町４丁目店 022-782-2268 宮城県仙台市若林区大和町４丁目 ６ー４０

宮城県 仙台市若林区 カワチ薬品 若林店 022-294-7905 宮城県仙台市若林区若林 ２－７－３０

宮城県 仙台市若林区 ツルハドラッグ 仙台沖野店 022-781-0268 宮城県仙台市若林区若林 ６丁目１１番５２号

宮城県 仙台市若林区 ココカラファイン五橋店 022-217-5263 宮城県仙台市若林区連坊小路１ ４２ー１コンフォート五橋ステ

宮城県 仙台市若林区 ドラッグストアマツモトキヨシ 六丁の目店 022-288-2082 宮城県仙台市若林区六丁の目 南町９ー３２

宮城県 仙台市若林区 ツルハドラッグ 仙台荒井東店 022-288-8268 宮城県仙台市若林区荒井東 区画整理地内

宮城県 仙台市若林区
ドラッグストアマツモトキヨシ クロスモール
仙台荒井店

022-288-9221 宮城県仙台市若林区南小泉字梅木 ２８ー５９Ｂー９Ｌ

宮城県 仙台市太白区 ドン・キホ－テ パウ仙台南店 022-306-0511 宮城県仙台市太白区中田 ６ー３３ー１

宮城県 仙台市太白区 イオンスーパーセンター 鈎取店 022-307-3635 宮城県仙台市太白区鈎取本町 １丁目２１ー１

宮城県 仙台市太白区 西友　ザ・モ－ル仙台長町店 022-246-4376 宮城県仙台市太白区長町 ７ー２０ー３

宮城県 仙台市太白区 ツルハドラッグ 大野田店 022-304-1677 宮城県仙台市太白区大野田 ３ー１１ー１５

宮城県 仙台市太白区 マツモトキヨシ 柳生店 022-306-0206 宮城県仙台市太白区柳生 ７ー５ー１１

宮城県 仙台市太白区 ツルハドラッグ 中田店 022-381-8430 宮城県仙台市太白区中田町 字法地北１ー１９

宮城県 仙台市太白区 ツルハドラッグ 山田鈎取店 022-307-4520 宮城県仙台市太白区山田 １８４番地

宮城県 仙台市太白区 ツルハドラッグ長町南店 022-304-3481 宮城県仙台市太白区長町南４丁目 １２ー２０

宮城県 仙台市太白区 トモズ　モ－ル仙台長町店 022-308-3701 宮城県仙台市太白区長町 ７丁目２０ー３

宮城県 仙台市太白区 マツモトキヨシ 西多賀店 022-307-6678 宮城県仙台市太白区鈎取 １ー４ー３５

宮城県 仙台市太白区 薬マツモトキヨシ ララガーデン長町店 022-246-7161 宮城県仙台市太白区長町 ７丁目２０番５号 ララガーデン長町１Ｆ

宮城県 仙台市太白区 サンドラッグあすと長町店 022-748-1620 宮城県仙台市太白区あすと長町 ２ー２ー１０

宮城県 仙台市太白区 ツルハドラッグ仙台緑ヶ丘店 022-304-0323 宮城県仙台市太白区緑ヶ丘 ４丁目５番１号

宮城県 仙台市太白区 カワチ薬品 富沢店 022-244-8321 宮城県仙台市太白区富沢 ２ー２１ー１８

宮城県 仙台市太白区 カワチ薬品 あすと長町店 022-246-8801 宮城県仙台市太白区あすと長町 ３ー１２ー２０

宮城県 仙台市太白区 ツルハドラッグ仙台山田店 022-307-6061 宮城県仙台市太白区山田上ノ台町 １４番１６号

宮城県 仙台市太白区 ウエルシア 仙台あすと長町店 022-746-8850 宮城県仙台市太白区八本松二丁目 ２番８号

宮城県 仙台市太白区 ツルハドラッグ 仙台長町店 022-304-5268 宮城県仙台市太白区長町南 二丁目６番１０号

宮城県 仙台市太白区
ドラッグストアマツモトキヨシ 長町南四丁
目店

022-304-2270 宮城県仙台市太白区長町南 ４ー１ー２０ フォレストビル１Ｆ

宮城県 仙台市太白区 ツルハドラッグ 仙台太子堂店 022-748-1268 宮城県仙台市太白区諏訪町 １番７号

宮城県 仙台市太白区 ツルハドラッグ あすと長町店 022-746-8268 宮城県仙台市太白区あすと長町 四丁目３番５号

宮城県 仙台市太白区 ウエルシア 仙台柳生店 022-242-5503 宮城県仙台市太白区柳生 ３ー４ー３

宮城県 仙台市泉区 イトーヨーカ堂 アリオ仙台泉店 022-218-8651 宮城県仙台市泉区泉中央 １ー５ー１

宮城県 仙台市泉区 イオン仙台中山店 022-303-1300 宮城県仙台市泉区南中山１丁目 ３５ー４０

宮城県 仙台市泉区 ツルハドラッグ 八乙女店 022-772-7331 宮城県仙台市泉区八乙女３丁目 １ー３

宮城県 仙台市泉区 ツルハドラッグ 泉古内店 022-342-6765 宮城県仙台市泉区古内字新坂の上 ３０ー５

宮城県 仙台市泉区 ツルハドラッグ 南光台店 022-253-9111 宮城県仙台市泉区南光台南３丁目 １０ー９８８

宮城県 仙台市泉区 ツルハドラッグ 将監店 022-771-6031 宮城県仙台市泉区将監殿２丁目 １ー２

宮城県 仙台市泉区 ツルハドラッグ明石南店 022-772-3006 宮城県泉区明石南３ー４ー４

宮城県 仙台市泉区 薬マツモトキヨシ 泉中央店 022-374-5355 宮城県仙台市泉区泉中央 １ー１５ー２

宮城県 仙台市泉区 ダルマ薬局 加茂店 022-342-5778 宮城県仙台市泉区加茂４ー１ー３

宮城県 仙台市泉区 カワチ薬品 市名坂店 022-218-3246 宮城県仙台市泉区市名坂字中道 １００ー１

宮城県 仙台市泉区 ツルハドラッグ南光台中央店 022-388-3688 宮城県仙台市泉区南光台７丁目 ３ー１８

宮城県 仙台市泉区 ツルハドラッグ仙台泉中央店 022-771-2680 宮城県仙台市泉区泉中央 ３丁目ー３７ー８

宮城県 仙台市泉区 カワチ薬品 野村店 022-375-2081 宮城県仙台市泉区野村字管間前 ７ー１

宮城県 仙台市泉区 ツルハドラッグ仙台上谷刈店 022-772-2680 宮城県仙台市泉区上谷刈 ２ー５ー５

宮城県 仙台市泉区 ドラッグストアマツモトキヨシ 市名坂店 022-772-3515 宮城県仙台市泉区市名坂字清水端 ２０１ー８



宮城県 仙台市泉区 サンドラッグ高森店 022-342-7475 宮城県仙台市泉区高森七丁目２番

宮城県 仙台市泉区 ドラッグストアマツモトキヨシ 寺岡店 022-772-1530 宮城県仙台市泉区寺岡４ー１ー６

宮城県 仙台市泉区 カワチ薬品 アクロスプラザ南光台東店 022-375-4796 宮城県仙台市泉区松森陣ヶ原 １３ー１０

宮城県 仙台市泉区 ウエルシア 仙台泉高森店 022-342-7301 宮城県仙台市泉区高森 ４ー２ー５３９

宮城県 仙台市泉区 ドラッグストアマツモトキヨシ 八乙女店 022-771-6221 宮城県仙台市泉区八乙女 １丁目５番１号

宮城県 仙台市泉区 薬マツモトキヨシ 泉パークタウンタピオ店 022-342-6278 宮城県仙台市泉区寺岡６ー５ー１ 泉パークタウンタピオ北舘１階

宮城県 仙台市泉区 ツルハドラッグ 市名坂店 022-771-7268 宮城県仙台市泉区市名坂字万吉前 １１７ー１

宮城県 仙台市泉区 ココカラファインセルバテラス店 022-343-8141 宮城県仙台市泉区泉中央 一丁目６ー３ セルバテラス１Ｆ

宮城県 仙台市泉区 カワチ薬品 長命が丘店 022-378-8970 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘 ５丁目２３ー３

宮城県 仙台市泉区 ウエルシア 仙台市名坂店 022-371-1901 宮城県仙台市泉区市名坂字山岸 ５１ー３

宮城県 石巻市 イオン石巻店 0225-92-1062 宮城県石巻市茜平 ４丁目１０４番地

宮城県 石巻市 イトーヨーカ堂 石巻あけぼの店 0225-22-7111 宮城県石巻市あけぼの １ー１ー２

宮城県 石巻市 ツルハドラッグ 大街道店 0225-92-4843 宮城県石巻市大街道北 ３丁目１番７号

宮城県 石巻市 カワチ薬品 石巻西店 0225-23-9101 宮城県石巻市蛇田字新大埣 ２１５ー１

宮城県 石巻市 ツルハドラッグ　石巻恵み野店 0225-23-2768 宮城県石巻市恵み野 ３丁目２番１４号

宮城県 石巻市 ツルハドラッグ石巻中里店 0225-21-6133 宮城県石巻市南中里１丁目 １０番５号

宮城県 石巻市 ツルハドラッグ桃生店 0225-79-3803 宮城県石巻市桃生町中津山 字町１７番

宮城県 石巻市 ツルハドラッグ鹿妻店 0225-21-2268 宮城県石巻市鹿妻南３丁目 ７ー３７

宮城県 石巻市 サンドラッグ石巻店 0225-92-7155 宮城県石巻市南中里２丁目 ９番４５号

宮城県 石巻市 ツルハドラッグ石巻広渕店 0225-86-6268 宮城県石巻市広渕字馬場屋敷 ３５ー１

宮城県 石巻市 ツルハドラッグ中浦店 0225-92-6268 宮城県石巻市中浦１丁目 １番２５号

宮城県 石巻市 ツルハドラッグ 石巻河北店 0225-62-8268 宮城県石巻市相野谷六本木 ２０番

宮城県 石巻市 ウエルシア 石巻赤十字病院前店 0225-92-1537 宮城県石巻市あけぼの北 １丁目１ー７

宮城県 石巻市 ツルハドラッグ 石巻蛇田店 0225-21-7268 宮城県石巻市蛇田字新丸井戸 ４４ー１

宮城県 石巻市 ツルハドラッグ 石巻あゆみ野店 0225-92-8268 宮城県石巻市蛇田字新沼田 １６１番地４４街区５画地

宮城県 塩竈市 カワチ薬品 塩釜店 022-361-1962 宮城県塩釜市杉の入 １ー２１ー１１

宮城県 塩竈市 ツルハドラッグ 塩釜店 022-361-3093 宮城県塩釜市藤倉２丁目 １４番４２号

宮城県 塩竈市 ツルハドラッグ塩釜栄町店 022-361-9268 宮城県塩竈市栄町９番３６号

宮城県 気仙沼市 イオン気仙沼店 0226-22-8511 宮城県気仙沼市赤岩館下６ー１外

宮城県 気仙沼市 ツルハドラッグ気仙沼八日町店 0226-21-1268 宮城県気仙沼市八日町 １丁目２番３号

宮城県 気仙沼市 ツルハドラッグ 気仙沼上田中店 0226-25-6268 宮城県気仙沼市上田中 １丁目１ー５

宮城県 白石市 ツルハドラッグ 白石東店 0224-22-4620 宮城県白石市鷹巣東６番２７号

宮城県 白石市 ツルハドラッグ 宮城白石店 0224-22-4351 宮城県白石市大手町１番８号

宮城県 白石市 ツルハドラッグ 宮城白石北店 0224-22-4361 宮城県白石市福岡長袋字中河原 ２４ー１

宮城県 名取市 イオン名取店 022-784-2021 宮城県名取市杜せきのした ５丁目３番地１

宮城県 名取市 ツルハドラッグ 名取店 022-381-5290 宮城県名取市田高字原１ー１

宮城県 名取市 ツルハドラッグ　名取ゆりが丘店 022-381-3025 宮城県名取市ゆりが丘４丁目 ２ー２

宮城県 名取市 カワチ薬品 美田園店 022-383-7356 宮城県名取市下増田字飯塚３０７

宮城県 名取市 ツルハドラッグ名取バイパス店 022-383-2668 宮城県名取市飯野坂３丁目 １９８番地１他

宮城県 名取市 ツルハドラッグ名取手倉田店 022-382-7541 宮城県名取市手倉田諏訪 ５６８ー１５７８

宮城県 名取市 ドラッグセイムス名取増田店 022-397-9626 宮城県名取市増田 ９ー３ー３６

宮城県 名取市 サンドラッグ名取バイパス店 022-382-5172 宮城県名取市上余田字千刈田 ２８３ー１

宮城県 名取市 ツルハドラッグ名取増田店 022-384-2268 宮城県名取市増田字北谷 ２６４ー１

宮城県 角田市 ツルハドラッグ 角田店 0224-61-0370 宮城県角田市角田字町尻 １ー２

宮城県 角田市 ツルハドラッグ角田中央店 0224-63-1268 宮城県角田市角田字町２２２ー２



宮城県 多賀城市 イオン多賀城店 022-365-6300 宮城県多賀城市町前４丁目１ー１

宮城県 多賀城市 カワチ薬品 多賀城店 022-363-3811 宮城県多賀城市笠神４ー８ー１

宮城県 多賀城市 ツルハドラッグ 多賀城店 022-389-1286 宮城県多賀城市高橋４丁目４ー１

宮城県 多賀城市 ツルハドラッグ 桜木店 022-361-6190 宮城県多賀城市桜木１丁目 １０ー１

宮城県 多賀城市 ツルハドラッグ多賀城町前店 022-361-0268 宮城県多賀城市町前 ２ー６ー５

宮城県 岩沼市 カワチ薬品 岩沼店 0223-22-1615 宮城県岩沼市武隈２８１ー１

宮城県 岩沼市 ツルハドラッグ岩沼中央店 0223-25-6268 宮城県岩沼市中央２丁目５－２２

宮城県 登米市 イオンスーパーセンター さぬま店 0220-22-0061 宮城県登米市南方町新島前 ４６ー１

宮城県 登米市 ツルハドラッグ 南方店 0220-29-6288 宮城県登米市南方町鴻の木 １ー１

宮城県 登米市 ツルハドラッグ宮城登米店 0220-53-1268 宮城県登米市登米町 寺池目子待井７４番２

宮城県 登米市 ツルハドラッグ佐沼店 0220-21-0268 宮城県登米市迫町佐沼中江 ４丁目６ー６

宮城県 登米市
ドラッグストアマツモトキヨシ 中田十文字
店

0220-35-1778 宮城県登米市中田町宝江黒沼字 十文字６５ー１

宮城県 登米市 ツルハドラッグ 登米加賀野店 0220-34-2668 宮城県登米市中田町石森字加賀野 ３丁目３ー１４

宮城県 栗原市 ツルハドラッグ 若柳店 0228-35-1525 宮城県栗原市若柳川南堤通 ２３ー１７

宮城県 栗原市 ツルハドラッグ築館店 0228-21-2682 宮城県栗原市築館宮野中央 １丁目５ー１

宮城県 栗原市 ツルハドラッグ金成店 0228-57-3268 宮城県栗原市金成小迫荒崎２２

宮城県 栗原市 ツルハドラッグ 若柳川北店 0228-35-1268 宮城県栗原市若柳川北東若柳 ２１８ー２

宮城県 東松島市 ツルハドラツグ 矢本店 0225-84-2641 宮城県東松島市小松字上浮足４３

宮城県 東松島市 ツルハドラッグ矢本関の内店 0225-84-1077 宮城県東松島市矢本字関の内 ２ー２２

宮城県 大崎市 イオン古川店 0229-91-0600 宮城県大崎市古川旭 ２丁目２番１号

宮城県 大崎市 ツルハドラッグ 古川北町店 0229-21-2730 宮城県大崎市古川北町２丁目 ８８ー１

宮城県 大崎市 カワチ薬品 古川店 0229-24-2735 宮城県大崎市古川穂波６丁目 １番１０号

宮城県 大崎市 ツルハドラッグ 古川南店 0229-91-9071 宮城県大崎市古川穂波 ７ー２ー１４

宮城県 大崎市 ツルハドラッグ田尻店 0229-38-2871 宮城県大崎市田尻字町尻１７ー１

宮城県 大崎市 ツルハドラッグ　古川東店 0229-21-1231 宮城県大崎市古川旭３丁目８ー８

宮城県 大崎市 ツルハドラッグ宮城岩出山店 0229-73-4033 宮城県大崎市岩出山下野目 字山ノ辺３外

宮城県 大崎市 カワチ薬品 古川駅東店 0229-23-6320 宮城県大崎市古川駅東 ２ー１０ー１６

宮城県 大崎市 ツルハドラッグ 古川福浦店 0229-21-8268 宮城県大崎市古川福浦 ３丁目１１番４０号

宮城県 大崎市 ツルハドラッグ 古川中里店 0229-21-7268 宮城県大崎市古川中里 五丁目１５番４１号

宮城県 大崎市 ツルハドラッグ 宮城鹿島台店 0229-57-1228 宮城県大崎市鹿島台木間塚 字小谷地２２８ー１

宮城県 富谷市
ドン・キホーテ ＭＥＧＡドン・キホーテ富谷
店

022-348-9411 宮城県富谷市富ヶ丘 １ー２７ー１

宮城県 富谷市 イオン富谷店 022-779-1036 宮城県富谷市大清水 １丁目３３ー１

宮城県 富谷市 サンドラッグ富谷店 022-348-0370 宮城県富谷市穀田 字大清水３５ー５１

宮城県 富谷市 ドラッグストアマツモトキヨシ 明石台店 022-771-5190 宮城県富谷市明石台 ６丁目１番３８号

宮城県 富谷市 カワチ薬品 富谷店 022-351-7761 宮城県富谷市成田 ８ー２ー３

宮城県 刈田郡蔵王町 ツルハドラッグ宮城蔵王店 0224-22-7760 宮城県刈田郡蔵王町大字円田 字西浦上５番地

宮城県 柴田郡大河原町 ドラッグストアマツモトキヨシ 大河原店 0224-51-3578 宮城県柴田郡大河原町新東 ２０ー７

宮城県 柴田郡大河原町 カワチ薬品 大河原店 0224-53-2311 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字 広表３５

宮城県 柴田郡大河原町 ツルハドラッグ大河原店 0224-51-0268 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬 字広表１１

宮城県 柴田郡柴田町 ツルハドラッグ 柴田店 0224-58-1328 宮城県柴田郡柴田町中名生字 佐野３４ー１

宮城県 亘理郡亘理町 ツルハドラッグ 亘理店 0223-32-8163 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字 柴北１００番

宮城県 亘理郡亘理町 ドラッグセイムス亘理店 0223-34-5981 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字 柴北１６５ー１

宮城県 宮城郡利府町 イオン利府店 022-767-1585 宮城県宮城郡利府町字新屋田前 ２２

宮城県 宮城郡利府町 サンドラッグ利府野中店 022-767-7455 宮城県宮城郡利府町加瀬十三本塚 １６７



宮城県 宮城郡利府町 調剤薬局ツルハドラッグ 利府店 022-349-0080 宮城県宮城郡利府町利府字 新大谷地５１ー１外

宮城県 黒川郡大和町 ツルハドラッグ大和吉岡店 022-347-2808 宮城県黒川郡大和町吉田 字高田東３５

宮城県 遠田郡涌谷町 ツルハドラッグ　涌谷店 0229-44-3077 宮城県遠田郡涌谷町字渋江

宮城県 遠田郡美里町 ツルハドラッグ 小牛田店 0229-31-1258 宮城県遠田郡美里町北浦 １丁目２６番地

宮城県 遠田郡美里町 ツルハドラッグ小牛田北店 0229-31-1268 宮城県遠田郡美里町牛飼字八反 ９３番外

宮城県 牡鹿郡女川町 ツルハドラッグ宮城女川店 0225-50-2268 宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字 小屋ノ口７９番３

秋田県 秋田市 イオン御所野店 018-839-7456 秋田県秋田市御所野地蔵田 １丁目１番 イオン秋田ショッピングセンター

秋田県 秋田市 イオン土崎港店 018-846-5505 秋田県秋田市土崎港南 ２丁目３ー４１

秋田県 秋田市 イオン秋田中央店 018-837-3000 秋田県秋田市楢山川口境５ー１１

秋田県 秋田市 ツルハドラッグ茨島店 018-896-5157 秋田県秋田市茨島４丁目３番地１

秋田県 秋田市 ツルハドラッグ　外旭川店 018-869-7051 秋田県秋田市外旭川字小谷地 ３３ー１

秋田県 秋田市 スーパードラッグアサヒ 秋田中央店 018-883-0081 秋田県秋田市泉北４丁目３ー２１

秋田県 秋田市 ツルハドラッグ東通店 018-887-3922 秋田県秋田市東通８丁目１ー３１

秋田県 秋田市 ツルハドラッグ八橋店 018-883-0232 秋田県秋田市八橋新川向１ー２５

秋田県 秋田市 メガドラッグ土崎店 018-880-2115 秋田県秋田市土崎港相染町沼端 ７７ー１３

秋田県 秋田市 ツルハドラッグ秋田御所野店 018-892-6180 秋田県秋田市御所野元町１丁目 １ー１７

秋田県 秋田市 ツルハドラッグ　将軍野店 018-880-5488 秋田県秋田市将軍野東３丁目６番 ４１号

秋田県 秋田市 スーパーセンターアマノ 御所野店 018-892-7333 秋田県秋田市御所野堤台１丁目 ５番１

秋田県 秋田市 サンドラッグ新国道店 018-883-3770 秋田県秋田市高陽幸町 ３１０ー６

秋田県 秋田市 ツルハドラッグ広面店 018-884-3137 秋田県秋田市広面樋ノ沖 ９３ー１

秋田県 秋田市 ツルハドラッグ秋田川尻店 018-883-3268 秋田県秋田市川尻御休町 ５番２７号

秋田県 秋田市 ツルハドラッグ秋田泉南店 018-896-1268 秋田県秋田市泉南３丁目 ２３番２４号

秋田県 秋田市 ツルハドラッグ秋田広面北店 018-884-0268 秋田県秋田市広面字蓮沼 ９４ー１

秋田県 秋田市 ツルハドラッグ秋田楢山店 018-884-3268 秋田県秋田市楢山川口境 ４ー２１

秋田県 秋田市 ツルハドラッグ秋田寺内店 018-880-6268 秋田県秋田市寺内油田１丁目 ４番１０号

秋田県 秋田市 ツルハドラッグ秋田仁井田店 018-892-7268 秋田県秋田市仁井田新田２丁目 ５番１６号

秋田県 秋田市 サンドラッグ土崎自衛隊通店 018-880-0515 秋田県秋田市土崎港北 ２ー１７ー６４

秋田県 秋田市 ツルハドラッグ秋田土崎店 018-880-3268 秋田県秋田市土崎港北 七丁目２番２４号

秋田県 能代市 イオン能代店 0185-55-2355 秋田県能代市柳町１２ー３３

秋田県 能代市 ツルハドラッグ　能代店 0185-89-2487 秋田県能代市寺向３ー１３

秋田県 能代市 ツルハドラッグ能代長崎店 0185-89-5170 秋田県能代市長崎４１

秋田県 能代市 ツルハドラッグ　二ツ井店 0185-71-0545 秋田県能代市ニツ井町三千苅 ９３ー２

秋田県 能代市 ツルハドラッグ　向能代店 0185-89-6755 秋田県能代市落合下大野７８

秋田県 能代市 サンドラッグ能代南店 0185-89-7830 秋田県能代市寿域長根 ５２ー３

秋田県 能代市 ツルハドラッグ能代北店 0185-89-8268 秋田県能代市落合字上前田 １６１番地

秋田県 横手市 イオン横手店 0182-36-3000 秋田県横手市安田字向田１４７

秋田県 横手市 イオン　スーパーセンター 横手南店 0182-35-2340 秋田県横手市大字婦気大堤字中田 ４ー１

秋田県 横手市 ツルハドラッグ フレスポ横手店 0182-35-6632 秋田県横手市安田字向田 １６２ー１

秋田県 横手市 ツルハドラッグ十文字店 0182-47-7003 秋田県横手市十文字町佐賀会上沖 田２７７番地

秋田県 横手市 サンドラッグ横手店 0182-35-4300 秋田県横手市婦気大堤字下久保 １５

秋田県 横手市 ツルハドラッグ横手寿町店 0182-35-6268 秋田県横手市寿町１ー３５

秋田県 横手市 ツルハドラッグ　横手平和町店 0182-35-2268 秋田県横手市平和町 １５ー３１

秋田県 横手市 ツルハドラッグ　横手西店 0182-35-4268 秋田県横手市横手町字三ノ口 ４番１

秋田県 横手市 ツルハドラッグ雄物川店 0182-56-2268 秋田県横手市雄物川町沼館字沼館 ４５６ー１

秋田県 横手市 ツルハドラッグ　横手大森店 0182-26-8268 秋田県横手市大森町字大中島 ３５５番地

秋田県 大館市 イオンスーパーセンター 大館店 0186-44-6800 秋田県大館市大田面２３８



秋田県 大館市 ツルハドラッグ大館店 0186-44-5116 秋田県大館市片山３丁目２７ー７

秋田県 大館市 スーパードラッグアサヒ 大館店 0186-45-1851 秋田県大館市有浦２丁目１ー２０

秋田県 大館市 ツルハドラッグ　大館南店 0186-49-8900 秋田県大館市餌釣字前田１番

秋田県 大館市 ツルハドラッグ　大館清水町店 0186-44-4065 秋田県大館市清水５丁目１番５号

秋田県 大館市 ツルハドラッグ大館東店 0186-45-0268 秋田県大館市字大田面３１

秋田県 大館市 サンドラッグ大館東台店 0186-44-6200 秋田県大館市東台２丁目 １番５号

秋田県 男鹿市 ツルハドラッグ　男鹿店 0185-22-2057 秋田県男鹿市脇本脇本字石館１６

秋田県 湯沢市 スーパードラッグアサヒ 湯沢店 0183-78-2280 秋田県湯沢市万石２４２

秋田県 湯沢市 ツルハドラッグ湯沢店 0183-78-0466 秋田県湯沢市字両神２８番１号

秋田県 湯沢市 ツルハドラッグ　湯沢大町店 0183-79-5268 秋田県湯沢市大町 二丁目１番１０号

秋田県 湯沢市 ツルハドラッグ　雄勝こまち店 0183-78-6268 秋田県湯沢市横堀字中屋敷 ７番地１

秋田県 湯沢市 スーパードラッグアサヒ ユザワプラザ店 0183-56-5321 秋田県湯沢市材木町２ー１ー１８ ユザワプラザ１Ｆ

秋田県 鹿角市 ツルハドラッグ　鹿角店 0186-31-0010 秋田県鹿角市花輪字下夕町２０２

秋田県 鹿角市 ツルハドラッグ鹿角中央店 0186-30-1268 秋田県鹿角市花輪字下中島 ８２ー１

秋田県 鹿角市 ツルハドラッグ　毛馬内店 0186-35-5775 秋田県鹿角市十和田毛馬内字 南陣場３０番地１

秋田県 由利本荘市 イオンスーパーセンター 本荘店 0184-28-0010 秋田県由利本荘市石脇字田中 １３８番地

秋田県 由利本荘市 セイムス本荘中梵天店 0184-27-1655 秋田県由利本荘市中梵天１３２

秋田県 由利本荘市 ツルハドラッグ　本荘店 0184-27-2566 秋田県由利本荘市東梵天１４４

秋田県 由利本荘市 ツルハドラッグフレスポ本荘店 0184-28-4168 秋田県由利本荘市石脇字田頭 １９５ー２

秋田県 由利本荘市 ツルハドラッグ矢島店 0184-29-5022 秋田県由利本荘市矢島町元町字 谷地１４８番地

秋田県 由利本荘市 ツルハドラッグ　本荘中央店 0184-28-4268 秋田県由利本荘市岩渕下１８

秋田県 由利本荘市 ツルハドラッグ　本荘南店 0184-28-0333 秋田県由利本荘市二番堰 ５４

秋田県 由利本荘市 ツルハドラッグ　大内店 0184-62-0268 秋田県由利本荘市大内三川字三川 ３４番地２

秋田県 潟上市 ツルハドラッグ天王長沼店 018-870-4567 秋田県潟上市天王長沼９ー２

秋田県 潟上市 ツルハドラッグ潟上昭和店 018-855-5268 秋田県潟上市昭和乱橋字下畑 ４８番２

秋田県 潟上市 ツルハドラッグ天王西店 018-872-2268 秋田県潟上市天王字上江川 ４７ー２９０

秋田県 大仙市 イオン中仙店 0187-56-4722 秋田県大仙市北長野字袴田１８８

秋田県 大仙市 イオン大曲店 0187-63-6168 秋田県大仙市大曲和合字坪立 １７７番地

秋田県 大仙市 ツルハドラッグ　大曲店 0187-86-0314 秋田県大仙市戸蒔字錨２７番

秋田県 大仙市 スーパードラッグアサヒ 大曲店 0187-86-3002 秋田県大仙市戸蒔字錨１６９

秋田県 大仙市 ツルハドラッグ若竹町店 0187-86-3710 秋田県大仙市若竹町５３番地３

秋田県 大仙市 ツルハドラッグ　刈和野店 0187-87-3588 秋田県大仙市刈和野字沼田 １２ー１

秋田県 大仙市 ツルハドラッグ大曲福田店 0187-86-3268 秋田県大仙市福田町 ２２ー２３ー６

秋田県 大仙市 ツルハドラッグ大曲田町店 0187-66-0555 秋田県大仙市大曲田町 １番２７号

秋田県 大仙市 ツルハドラッグ中仙店 0187-56-7268 秋田県大仙市長野字柳田４６

秋田県 大仙市 ツルハドラッグ 大曲川目店 0187-66-4268 秋田県大仙市川目字町東 ５番

秋田県 北秋田市 ツルハドラッグ　鷹巣店 0186-60-0028 秋田県北秋田市栄字中網２番地

秋田県 北秋田市 ツルハドラッグ米内沢店 0186-72-9268 秋田県北秋田市米内沢字柳原 ４ー４

秋田県 北秋田市 ツルハドラッグ合川店 0186-78-9268 秋田県北秋田市李岱字豊田 ３６番１

秋田県 にかほ市 ツルハドラッグ仁賀保店 0184-32-3331 秋田県にかほ市平沢字上町田 １９ー９

秋田県 にかほ市 ツルハドラッグ象潟店 0184-32-5268 秋田県にかほ市象潟町字武道島 １４９ー２

秋田県 仙北市 スーパードラッグアサヒ 角館店 0187-55-5000 秋田県仙北市角館町下菅沢 ２２ー１

秋田県 仙北市 ツルハドラッグ角館店 0187-52-1950 秋田県仙北市角館町上菅沢 ４４９ー１

秋田県 仙北市 ツルハドラッグ田沢湖店 0187-43-9268 秋田県仙北市田沢湖生保内字 街道ノ上７１ー１

秋田県 山本郡三種町 ツルハドラッグ琴丘店 0185-72-2268 秋田県山本郡三種町鹿渡字 西小瀬川１５７

秋田県 山本郡三種町 ツルハドラッグ八竜店 0185-72-1268 秋田県山本郡三種町浜田 字東浜田３３４番地



秋田県 南秋田郡五城目町 イオンスーパーセンター 五城目店 018-852-9400 秋田県南秋田郡五城目町大川西野 字田屋前１３８

秋田県 南秋田郡五城目町 ツルハドラッグ五城目店 018-879-8880 秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目 １丁目２ー３

秋田県 仙北郡美郷町 ツルハドラッグ　美郷店 0187-87-6268 秋田県仙北郡美郷町土崎字上宿 ２４０

山形県 山形市 イオン山形北店 023-682-5525 山形県山形市馬見ヶ崎 ２ー１２ー１９

山形県 山形市 イオン山形南店 023-647-2221 山形県山形市若宮３丁目７ー８

山形県 山形市 ツルハドラッグ 東青田店 023-634-0990 山形県山形市東青田４ー１ー３４

山形県 山形市 カワチ薬品 山形南店 023-646-7055 山形県山形市若宮二丁目 １７番２号

山形県 山形市 ツルハドラッグ 馬見ヶ崎店 023-612-0371 山形県山形市馬見ヶ崎２丁目 １ー２

山形県 山形市 ツルハドラッグ 成沢店 023-689-0166 山形県山形市蔵王西成沢２０２

山形県 山形市 ツルハドラッグ 五十鈴店 023-634-5995 山形県山形市五十鈴２丁目 １０１ー１

山形県 山形市 ツルハドラッグ 上町店 023-643-0909 山形県山形市上町５丁目９ー３

山形県 山形市 カワチ薬品 山形北店 023-681-3701 山形県山形市嶋南二丁目 １４番６号

山形県 山形市 ツルハドラッグ 山形嶋店 023-682-1266 山形県山形市嶋北四丁目 ２番１８号

山形県 山形市 薬マツモトキヨシ エスパル山形店 023-631-1821 山形県山形市香澄町１丁目 １ー１

山形県 山形市 サンドラッグ南二番町店 023-615-7581 山形県山形市南二番町５番５号

山形県 山形市 ツルハドラッグ 山形吉原店 023-647-7885 山形県山形市吉原２丁目 １０番１０号

山形県 山形市 ツルハドラッグ 山形鉄砲町店 023-615-7177 山形県山形市鉄砲町 １ー１４ー９

山形県 山形市 ツルハドラッグ 山形深町店 023-647-6268 山形県山形市深町 １丁目３番１号

山形県 山形市 ツルハドラッグ 山形宮町店 023-615-0788 山形県山形市宮町４丁目 １４番６号

山形県 山形市 ツルハドラッグ 山形東原店 023-615-2685 山形県山形市東原町 １丁目１１番１７号

山形県 山形市 ドン・キホーテ 山形嶋南店 023-682-8611 山形県山形市嶋南３ー１６ー１３

山形県 山形市 ツルハドラッグ 山形松山店 023-615-1178 山形県山形市松山 三丁目６番６号

山形県 山形市 ツルハドラッグ 山形桜田店 023-615-1056 山形県山形市桜田東４丁目 ９番１１号

山形県 山形市 ウエルシア山形桧町店 023-682-9733 山形県山形市桧町 ３丁目８番２７号

山形県 山形市 ウエルシア山形花楯店 023-626-5566 山形県山形市花楯 ２丁目２番２６号

山形県 米沢市 イオン米沢店 0238-24-2231 山形県米沢市春日２ー１３ー４

山形県 米沢市 ツルハドラッグ 成島店 0238-26-8357 山形県米沢市大字塩野 ２７４９番地の２

山形県 米沢市 調剤薬局ツルハドラッグ 米沢相生町店 0238-26-1488 山形県米沢市相生町５２

山形県 米沢市 ツルハドラッグ 米沢花沢店 0238-26-1815 山形県米沢市下花沢２丁目 ５番４１号

山形県 米沢市 カワチ薬品 米沢駅前店 0238-22-2151 山形県米沢市東３ー４ー１

山形県 米沢市 ツルハドラッグ 米沢門東店 0238-26-1668 山形県米沢市門東町 ２丁目４番４３号

山形県 米沢市 ツルハドラッグ 米沢御廟店 0238-37-8268 山形県米沢市御廟２丁目 ３番４６号

山形県 米沢市 ツルハドラッグ 米沢北店 0238-26-8860 山形県米沢市春日４丁目 ２番７９号

山形県 鶴岡市 ツルハドラッグ 鶴岡店 0235-29-6285 山形県鶴岡市東原町２４ー２８

山形県 鶴岡市 調剤薬局ツルハドラッグ 鶴岡西店 0235-28-1661 山形県鶴岡市美咲町３ー１４

山形県 鶴岡市 ツルハドラッグ 鶴岡南店 0235-29-1157 山形県鶴岡市文園町５番地１０

山形県 鶴岡市 ツルハドラッグ 鶴岡新斎店 023-529-4770 山形県鶴岡市西新斎町１ー６他

山形県 鶴岡市 ツルハドラッグ 鶴岡あつみ店 0235-48-4551 山形県鶴岡市温海大字鼠ヶ関 字中道９番５外

山形県 鶴岡市 ツルハドラッグ 鶴岡東店 0235-29-0288 山形県鶴岡市大宝寺２ー６

山形県 鶴岡市 カワチ薬品 鶴岡東店 0235-25-7890 山形県鶴岡市伊勢原町 ４ー４７

山形県 鶴岡市 ツルハドラッグ 鶴岡新海店 0235-29-1817 山形県鶴岡市新海町２０番３号

山形県 鶴岡市 ツルハドラッグ 藤島店 0235-78-2680 山形県鶴岡市藤浪 ４丁目１１１ー４

山形県 鶴岡市 カワチ薬品 鶴岡インター店 0235-29-2301 山形県鶴岡市美咲町３４ー２６

山形県 鶴岡市 ウエルシア 鶴岡日出店 0235-28-1921 山形県鶴岡市日出１丁目 ２８ー１５

山形県 鶴岡市 ウエルシア鶴岡砂田町店 0235-28-0182 山形県鶴岡市砂田町６ー４０

山形県 酒田市 イオン酒田南店 0234-21-1400 山形県酒田市草刈谷地１２０ー１



山形県 酒田市 ツルハドラッグ 酒田店 0234-35-2418 山形県酒田市ゆたか２丁目１ー１

山形県 酒田市 ツルハドラッグ みずほ店 0234-25-7270 山形県酒田市亀ヶ崎３丁目 ９ー１１

山形県 酒田市 ツルハドラッグ 酒田本町店 0234-25-8871 山形県酒田市本町３丁目４ー８

山形県 酒田市 ツルハドラッグ 酒田曙町店 0234-21-2268 山形県酒田市曙町２丁目１７ー１

山形県 酒田市 ツルハドラッグ 酒田南店 0234-21-5735 山形県酒田市こがね町２丁目 ２７ー３

山形県 酒田市 ツルハドラッグ 酒田平田店 0234-61-7268 山形県酒田市飛鳥字大林 １４８ー１

山形県 酒田市 ツルハドラッグ 酒田宮野浦店 0234-41-2268 山形県酒田市緑ヶ丘 １丁目１ー１３

山形県 酒田市 ウエルシア酒田亀ヶ崎店 0234-21-2260 山形県酒田市亀ヶ崎 ３丁目１９ー３ー４

山形県 新庄市 ツルハドラッグ 新庄店 0233-28-0210 山形県新庄市桧木町９ー８

山形県 新庄市 ツルハドラッグ 新庄北店 0233-28-8028 山形県新庄市五日町字清水川 １２９１番２外

山形県 新庄市 カワチ薬品 新庄駅東店 0233-29-3882 山形県新庄市金沢１１２９ー１

山形県 新庄市 ツルハドラッグ 新庄千門町店 0233-28-0218 山形県新庄市千門町３ー２４

山形県 新庄市 ツルハドラッグ　新庄末広町店 0233-28-1268 山形県新庄市末広町３番５号

山形県 寒河江市 ツルハドラッグ 寒河江店 0237-83-5270 山形県寒河江市大字寒河江字赤田 ７０番１

山形県 寒河江市 ツルハドラッグ 寒河江西店 0237-83-0140 山形県寒河江市大字寒河江字塩水 ７１外

山形県 寒河江市 カワチ薬品 寒河江店 0237-85-2513 山形県寒河江市大字寒河江 字内の袋６

山形県 寒河江市 ツルハドラッグ 寒河江中郷店 0237-83-4688 山形県寒河江市大字中郷 字本屋敷２７６０ー１

山形県 寒河江市 ツルハドラッグ 寒河江中央店 0237-83-1268 山形県寒河江市中央２丁目 ３番２号

山形県 寒河江市 ウエルシア 寒河江栄町店 0237-77-8801 山形県寒河江市栄町 ９番３６号

山形県 上山市 ツルハドラッグ 上山店 023-673-5995 山形県上山市長清水１丁目 ２番１６号

山形県 上山市 ツルハドラッグ 上山四ツ谷店 023-695-6268 山形県上山市四ツ谷１丁目 １ー１

山形県 上山市 サンドラッグ上山店 023-695-5767 山形県上山市仙石字梅ノ木 ７７８ー１

山形県 上山市 ツルハドラッグ上山東店 023-695-8268 山形県上山市仙石字藤沼 ７６３ー１

山形県 村山市 ツルハドラッグ 村山西店 0237-52-5268 山形県村山市大字河島字碇 １６３ー１

山形県 長井市 ツルハドラッグ 長井店 0238-83-3081 山形県長井市小出３７３６ー２

山形県 長井市 カワチ薬品 長井店 0238-84-8390 山形県長井市小出３８４８ー１

山形県 天童市 イオン天童店 0236-52-0277 山形県天童市芳賀タウン北 ４丁目１ー１

山形県 天童市 カワチ薬品 天童店 023-651-9770 山形県天童市北目 ３ー７ー２０

山形県 天童市 ツルハドラッグ 天童店 023-656-8662 山形県天童市大字貫津字鍬ノ町 ２５６９ー１

山形県 天童市 ツルハドラッグ 天童芳賀店 023-658-1788 山形県天童市東芳賀２丁目 ８番２５号

山形県 天童市 ツルハドラッグ 天童芳賀西店 023-652-0288 山形県天童市大字北目 ２１２７番地　芳賀２７街区１

山形県 天童市 ツルハドラッグ 天童東本町店 023-652-9268 山形県天童市東本町 １丁目３番１０号

山形県 天童市 ウエルシア山形天童中店 023-652-9034 山形県天童市天童中３丁目 １番１５号

山形県 東根市 イオン東根店 0237-43-8700 山形県東根市大字東根甲 ７４２０ー５

山形県 東根市 調剤薬局ツルハドラッグ 東根中央店 0237-41-2210 山形県東根市さくらんぼ駅前 ２丁目１４ー１７

山形県 東根市 カワチ薬品 東根店 0237-42-4511 山形県東根市中央南 ２ー１ー２７

山形県 東根市 ツルハドラッグ 東根神町店 0237-49-2133 山形県東根市大字若木字若木 ５８８０ー１他

山形県 東根市 ツルハドラッグ 東根店 0237-36-0082 山形県東根市温泉町 ３ー３ー６

山形県 東根市 ウエルシア東根中央店 0237-41-2871 山形県東根市中央 ２丁目１番２５号

山形県 尾花沢市 ツルハドラッグ 尾花沢店 0237-24-1377 山形県尾花沢市大字尾花沢字 下新田１７３３

山形県 南陽市 ツルハドラッグ 南陽三間通店 0238-50-2118 山形県南陽市三間通字成梨 １２５８ー１外

山形県 南陽市 ツルハドラッグ 南陽東店 0238-50-1320 山形県南陽市赤湯字川尻 ３０５７ー１

山形県 東村山郡山辺町 ツルハドラッグ 山辺店 023-667-0078 山形県東村山郡山辺町緑ヶ丘 １丁目３番地１５

山形県 西村山郡河北町 ツルハドラッグ 河北店 0237-71-1577 山形県西村山郡河北町谷地ひな市 ３丁目１番地１５

山形県 西村山郡河北町 ウエルシア山形河北店 0237-71-0787 山形県西村山郡河北町谷地中央 ４ー８ー６

山形県 東置賜郡高畠町 ツルハドラッグ高畠店 0238-51-1268 山形県東置賜郡高畠町 大字泉岡字中道３９９



山形県 東置賜郡川西町 ツルハドラッグ 川西店 0238-46-5250 山形県東置賜郡川西町大字 上小松字南美女木１２１６ー１

山形県 西置賜郡小国町 ツルハドラッグ小国店 0238-62-0268 山形県西置賜郡小国町 字緑町４丁目６番１

山形県 西置賜郡白鷹町 ツルハドラッグ 白鷹店 0238-86-1166 山形県西置賜郡白鷹町大字 荒砥乙字田中道３９４

山形県 東田川郡三川町 イオン三川店 0235-68-1600 山形県東田川郡三川町大字 猪子字和田庫１２８ー１

山形県 東田川郡三川町 ツルハドラッグ 三川店 0235-68-2521 山形県東田川郡三川町大字猪子字 大堰端３５１ー１

山形県 東田川郡庄内町 ツルハドラッグ 余目店 0234-45-0388 山形県東田川郡庄内町余目 字滑石５９ー１

山形県 飽海郡遊佐町 ツルハドラッグ 遊佐店 0234-71-5668 山形県飽海郡遊佐町遊佐字新ラ田 ４ー１０

福島県 福島市 イトーヨーカ堂 福島店 024-531-2111 福島県福島市太田町１３ー４

福島県 福島市 カワチ薬品 福島西店 024-559-3511 福島県福島市泉字下鎌２９ー１

福島県 福島市 カワチ薬品 福島南店 024-539-9811 福島県福島市鳥谷野字宮畑５１

福島県 福島市 カワチ薬品 鎌田店 024-554-0115 福島県福島市鎌田字舟戸９の８

福島県 福島市 サンドラッグ泉店 024-555-0432 福島県福島市森合清水７ コープマート泉店内

福島県 福島市 サンドラッグやのめ店 024-552-5582 福島県福島市南矢野目字向原 １ー１ コープマートやのめ店内

福島県 福島市 ツルハドラッグ野田店 024-525-0121 福島県福島市野田町 ４丁目１番３号

福島県 福島市 サンドラッグ方木田店 024-544-0151 福島県福島市方木田字北島 ２０ー１ コープマート方木田店内

福島県 福島市 ツルハドラッグ　福島鎌田店 024-552-5575 福島県福島市鎌田字西舟戸 １１ー１

福島県 福島市 ツルハドラッグ　野田西店 024-525-3030 福島県福島市野田町 ７丁目３ー８

福島県 福島市 サンドラッグ八木田店 024-544-6885 福島県福島市八木田字中島 １２８ー１

福島県 福島市 ツルハドラッグ福島方木田店 024-544-1655 福島県福島市方木田字前白家 ９ー２

福島県 福島市 カワチ薬品 福島東店 024-531-1145 福島県福島市高野河原下１６ー２

福島県 福島市 ドラッグストアマツモトキヨシ 福島南店 024-544-7180 福島県福島市黒岩字浜井場３２

福島県 福島市 ドラッグストアマツモトキヨシ 福島西店 024-555-6683 福島県福島市南沢又字中琵琶渕 ２７

福島県 福島市 ウエルシア 福島鎌田店 024-554-5238 福島県福島市鎌田字西 ５ー１

福島県 福島市 ツルハドラッグ福島丸子店 024-552-6077 福島県福島市丸子字富塚３番１号

福島県 福島市 カワチ薬品 笹谷店 024-557-5180 福島県福島市笹谷字中谷地 １１ー１

福島県 福島市 ドラッグストアマツモトキヨシ 福島笹谷店 024-555-0430 福島県福島市笹谷字東中条 １４番地６

福島県 福島市 ウエルシア 福島大森店 024-544-6620 福島県福島市大森字堂ノ裏 ６２番地

福島県 福島市 ウエルシア薬局 福島早稲店 024-526-0222 福島県福島市早稲町 ８番２２号一番丁 キャッスル１Ｆ

福島県 会津若松市 ユニーアピタ　会津若松店 0242-36-5611 福島県会津若松市幕内南町 ９ー１０

福島県 会津若松市 カワチ薬品 会津若松南店 0242-26-0111 福島県会津若松市門田町大字飯寺 字林東８５８

福島県 会津若松市 サンドラッグ会津若松アピオ店 0242-37-7725 福島県会津若松市インター西 １１６ （リオンドールアピオ店内）

福島県 会津若松市 カワチ薬品 会津アピオ店 0242-24-5270 福島県会津若松市町北町大字始字 宮前１０ー３

福島県 会津若松市 薬マツモトキヨシ 会津西若松店 0242-28-2370 福島県会津若松市住吉町２８２

福島県 会津若松市 カワチ薬品 会津花春店 0242-26-5366 福島県会津若松市花春町５ー１

福島県 会津若松市 ツルハドラッグ　会津滝沢店 0242-22-7676 福島県会津若松市北滝沢 ２丁目１ー３８

福島県 会津若松市 ツルハドラッグ　会津南店 0242-36-5775 福島県会津若松市 南町６５番１６５ー５

福島県 会津若松市 ドラッグストアマツモトキヨシ 会津門田店 0242-36-5335 福島県会津若松市東年貢 ２丁目３番１

福島県 会津若松市 ツルハドラッグ会津千石店 0242-36-6268 福島県会津若松市東千石 １丁目１ー１５

福島県 会津若松市 カワチ薬品 会津若松中央店 0242-32-2631 福島県会津若松市中央 ２ー３ー７

福島県 会津若松市 ツルハドラッグ会津門田店 0242-36-5225 福島県会津若松市北青木 ２番６１号

福島県 会津若松市 ツルハドラッグ会津扇町店 0242-37-7268 福島県会津若松市白虎町 １１４ー１

福島県 会津若松市 ツルハドラッグ 会津河東店 0242-76-1268 福島県会津若松市河東町 大字南高野字向原１２ー１

福島県 郡山市
イトーヨーカ堂 郡山店コーセー化粧品売
場

024-939-1411 福島県郡山市西ノ内 ２ー１１ー４０

福島県 郡山市 イオン郡山フェスタ店 024-968-0100 福島県郡山市日和田町小原１

福島県 郡山市 カワチ薬品 安積店 024-946-8141 福島県郡山市安積町字雁股 ８の１０１



福島県 郡山市 カワチ薬品 富田店 024-961-7811 福島県郡山市富田町字西町下 １の１

福島県 郡山市 カワチ薬品 大槻店 024-966-2220 福島県郡山市御前南 １丁目１９番地

福島県 郡山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 郡山横塚店 024-956-6120 福島県郡山市横塚２ー１０ー３

福島県 郡山市
ドラッグストアマツモトキヨシ ヨークタウン
八山田店

024-934-8900 福島県郡山市喜久田町字四十坦 １２ー１３

福島県 郡山市 ツルハドラッグ富久山店 024-991-9690 福島県郡山市富久山町久保田 字上野４６番２・３

福島県 郡山市
ドラッグストアマツモトキヨシ ヨークタウン
大槻店

024-961-2110 福島県郡山市大槻町字土瓜 ３７ー１

福島県 郡山市 ツルハドラッグ　富田店 024-990-0275 福島県郡山市富田町名郷田６５

福島県 郡山市 薬マツモトキヨシ エスパル郡山店 024-935-1021 福島県郡山市燧田１９５番地

福島県 郡山市 ツルハドラッグ八山田店 024-991-8825 福島県郡山市富田東 三丁目２２番地

福島県 郡山市 ウエルシア 郡山桑野店 024-925-6838 福島県郡山市桑野４ー６ー２

福島県 郡山市 カワチ薬品 城清水店 024-933-0622 福島県郡山市城清水１８

福島県 郡山市 ツルハドラッグ　郡山さくら通り店 024-991-8033 福島県郡山市虎丸町１０ー６

福島県 郡山市 ツルハドラッグ　安積店 024-937-0338 福島県郡山市安積４丁目２０３

福島県 郡山市 カワチ薬品 富久山店 024-942-7361 福島県郡山市富久山町久保田 字太郎殿前１８５

福島県 郡山市 ツルハドラッグ　郡山久保田店 024-925-2829 福島県郡山市富久山町久保田字 大久保７８ー１外

福島県 郡山市 ツルハドラッグ　希望が丘店 024-962-4550 福島県郡山市富田町字大徳南 ６番１０号

福島県 郡山市 ツルハドラッグ　郡山堤店 024-962-4868 福島県郡山市堤１丁目２６

福島県 郡山市 ツルハドラッグ郡山片平店 024-962-9268 福島県郡山市片平町中ノ目

福島県 郡山市 サンドラッグ郡山堤下店 024-991-6411 福島県郡山市堤下町１ー７５

福島県 郡山市 ツルハドラッグ郡山荒井店 024-945-0268 福島県郡山市安積町荒井字北田 ３０ー１

福島県 郡山市 ツルハドラッグ郡山日和田店 024-968-1511 福島県郡山市日和田町字財の木原 １５ー１

福島県 郡山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 郡山堤店 024-962-7233 福島県郡山市堤３丁目６

福島県 郡山市 ウエルシア薬局 郡山開成店 024-927-5837 福島県郡山市開成６ー１４８

福島県 郡山市 ドラッグストアマツモトキヨシ 郡山桑野店 024-927-5108 福島県郡山市桑野２ー３６ー８

福島県 郡山市 ウエルシア 郡山駅東口店 024-941-2610 福島県郡山市谷島町５６番地

福島県 郡山市
ドラッグストアマツモトキヨシ 郡山鶴見坦
店

024-927-5730 福島県郡山市鶴見坦 ３ー１６ー２３

福島県 いわき市 イトーヨーカ堂 平店 0246-23-3636 福島県いわき市平 ６丁目６ー２

福島県 いわき市 イオンいわき店 0246-41-3000 福島県いわき市平字三倉６８ー１

福島県 いわき市 カワチ薬品 湯本店 0246-44-0007 福島県いわき市常磐西郷町４１

福島県 いわき市 カワチ薬品 いわき泉店 0246-96-5511 福島県いわき市泉町滝尻１１

福島県 いわき市 ツルハドラッグ勿来店 0246-77-3123 福島県いわき市錦町江栗大町 １６ー１

福島県 いわき市 ツルハドラッグ平窪店 0246-35-0665 福島県いわき市平下平窪山土内町 １ー１

福島県 いわき市 ウエルシア いわきエブリア店 0246-46-0536 福島県いわき市鹿島町米田字日渡 ５番地

福島県 いわき市 ツルハドラッグ　上荒川店 0246-46-1136 福島県いわき市平上荒川字桜町 ４番地１８番外

福島県 いわき市 ツルハドラッグ　神谷店 0246-35-7731 福島県いわき市平塩字出口 ４１ー１外

福島県 いわき市 ツルハドラッグ　いわきニュータウン店 0246-46-0236 福島県いわき市中央台飯野４ー１

福島県 いわき市 ツルハドラッグ小名浜店 0246-73-0440 福島県いわき市小名浜岡小名 字小館１９ー６

福島県 いわき市 ツルハドラッグ　いわき内郷店 0246-45-3678 福島県いわき市内郷高坂町八反田 ５２

福島県 いわき市 ツルハドラッグいわき三倉店 0246-35-7371 福島県いわき市平字三倉 ６６ー５

福島県 いわき市 ツルハドラッグいわき中岡店 024-677-1268 福島県いわき市中岡町４丁目 ５ー１

福島県 いわき市 ツルハドラッグいわき童子町店 0246-35-6286 福島県いわき市平字童子町 ３ー１４

福島県 いわき市 ツルハドラッグいわき好間店 0246-47-0757 福島県いわき市好間町下好間 字鬼越１３１

福島県 いわき市 ツルハドラッグ小名浜大原店 0246-73-1128 福島県いわき市小名浜大原 字東田９６



福島県 いわき市 ツルハドラッグいわき湯本店 0246-72-2855 福島県いわき市常磐水野谷町 諏訪ヶ崎５ー１

福島県 いわき市 ツルハドラッグ内郷みまや店 0246-45-1268 福島県いわき市内郷御厩町 ３丁目１２２

福島県 いわき市 ツルハドラッグ 小名浜神白店 0246-73-2680 福島県いわき市小名浜下神白字 狩亦５９ー１５

福島県 いわき市 サンドラッグ植田店 0246-77-2531 福島県いわき市佐糠町八反田 ９１ー１

福島県 いわき市 ツルハドラッグいわき泉店 0246-75-2680 福島県いわき市泉町滝尻字御前田 ４６

福島県 いわき市 ツルハドラッグいわき玉露店 0246-75-0268 福島県いわき市泉玉露 ５ー７ー６

福島県 いわき市 ツルハドラッグ いわき四倉店 0246-66-1268 福島県いわき市四倉町上仁井田 字南姥田６１ー１

福島県 いわき市
ドラッグストアマツモトキヨシ いわき泉町
店

0246-75-1017 福島県いわき市泉町下川字薬師前 １１３ー１

福島県 白河市
ドラッグストアマツモトキヨシ メガステ－ジ
白河店

0248-23-9255 福島県白河市字新高山８番地

福島県 白河市 カワチ薬品 白河店 0248-23-6670 福島県白河市字昭和町１８８

福島県 白河市 サンドラッグ白河横町店 0248-31-2711 福島県白河市横町１１４他

福島県 白河市 カワチ薬品 白河東店 0248-27-8112 福島県白河市中田２３ー１

福島県 白河市 ツルハドラッグ 白河表郷店 0248-33-1268 福島県白河市表郷金山字前沢田 ３番地

福島県 須賀川市 カワチ薬品 須賀川店 0248-72-3192 福島県須賀川市陣場町１

福島県 須賀川市 カワチ薬品 須賀川東店 0248-72-8812 福島県須賀川市南上町２３８ー１

福島県 須賀川市 ツルハドラッグ須賀川店 0248-63-7570 福島県須賀川市仲の町８７番

福島県 須賀川市 サンドラッグ須賀川店 0248-63-9371 福島県須賀川市高久田境 ９５ー１

福島県 須賀川市 ツルハドラッグ須賀川南店 0248-63-1268 福島県須賀川市高久田堺 １３２ー６

福島県 須賀川市 ツルハドラッグ須賀川西店 0248-63-8268 福島県須賀川市岡東町１９３番地

福島県 須賀川市 サンドラッグ須賀川森宿店 0248-63-7275 福島県須賀川市森宿字北向８８

福島県 須賀川市 ツルハドラッグ 須賀川長沼店 0248-77-1168 福島県須賀川市志茂字六角 ６５番地

福島県 喜多方市 ココカラファイン塩川上ノ台店 0241-28-0301 福島県喜多方市塩川町新江木 字上ノ台９番１

福島県 喜多方市 ツルハドラッグ喜多方店 0241-21-8676 福島県喜多方市惣座の宮 ２７００ー１

福島県 喜多方市 ツルハドラッグ喜多方南店 0241-21-8268 福島県喜多方市関柴町上高額 字前田１７５０番地外

福島県 喜多方市 ココカラファイン喜多方店 0241-21-1377 福島県喜多方市江中子 ４１７９ー１

福島県 相馬市 イオン相馬店 0244-36-0911 福島県相馬市馬場野字雨田５１

福島県 相馬市 カワチ薬品 相馬店 0244-35-4123 福島県相馬市中野字寺前 ３７７ー１

福島県 相馬市 ツルハドラッグ相馬店 0244-37-3666 福島県相馬市小泉字根岸 ９６番地１

福島県 相馬市
ドラッグストアマツモトキヨシ エイトタウン
相馬店

0244-36-2135 福島県相馬市黒木字源多田４４

福島県 相馬市 ツルハドラッグ相馬南店 0244-37-8268 福島県相馬市馬場野字雨田９ー１

福島県 二本松市 サンドラック サンドラックあだたら店 0243-62-0330 福島県二本松市油井字中田１ー１ コープマートあだたら店内

福島県 二本松市 ツルハドラッグ二本松店 0243-62-1377 福島県二本松市若宮２丁目 ９５ー２外

福島県 二本松市 ウエルシア　二本松安達店 0243-62-8861 福島県二本松市油井字濡石 ２７ー１

福島県 田村市 ツルハドラッグ船引店 0247-81-1288 福島県田村市船引町船引字川代 ７８外

福島県 田村市 サンドラッグ田村店 0247-81-1561 福島県田村市船引町船引 字源次郎１１９ー４

福島県 南相馬市 カワチ薬品 原町店 0244-22-1101 福島県南相馬市原町区北町２９３

福島県 南相馬市 ツルハドラッグ原町店 0244-25-3663 福島県南相馬市原町区北原２５５

福島県 南相馬市 ツルハドラッグ鹿島店 0244-67-1268 福島県南相馬市鹿島区西町 ２丁目１番外

福島県 南相馬市 ツルハドラッグ原町西店 0244-25-4268 福島県南相馬市原町区国見町 ２丁目１２０ー１

福島県 南相馬市 ツルハドラッグ 原町中央店 0244-25-2268 福島県南相馬市原町区南町 １ー４ー１

福島県 南相馬市 ツルハドラッグ 鹿島寺内店 0244-67-1168 福島県南相馬市鹿島区寺内字 本屋敷２８ー１

福島県 伊達市 サンドラッグ伊達店 024-551-2303 福島県伊達市原島８ー１

福島県 伊達市 ツルハドラッグ保原店 024-574-3268 福島県伊達市保原町上保原字 金山１１他



福島県 伊達市 ウエルシア 伊達保原店 024-574-2877 福島県伊達市保原町字前田町 １３ー１他

福島県 伊達市 ツルハドラッグ梁川店 024-527-0268 福島県伊達市梁川町字町裏 ２８番４

福島県 本宮市 ツルハドラッグ本宮店 024-363-5380 福島県本宮市荒井字久保田 １３２ー８ー２

福島県 本宮市 サンドラッグ本宮店 0243-63-1622 福島県本宮市高木字平内７４ー１

福島県 本宮市 ツルハドラッグ本宮中央店 0243-63-1268 福島県本宮市本宮字万世 １９５番１

福島県 伊達郡国見町 ウエルシア薬局 伊達国見店 024-529-2105 福島県伊達郡国見町大字藤田字 中沢一１０ー１

福島県 伊達郡川俣町 ツルハドラッグ川俣店 024-538-2332 福島県伊達郡川俣町鶴沢字鶴東 ６８

福島県 安達郡大玉村
ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ－５ 大玉
店　化粧品コーナー

0243-68-2912 福島県安達郡大玉村大山字仲江 ２７１番

福島県 岩瀬郡鏡石町 ウエルシア 岩瀬鏡石店 0248-92-3141 福島県岩瀬郡鏡石町不時沼 ２０５番地

福島県 南会津郡南会津町 ツルハドラッグ南会津店 0241-63-6268 福島県南会津郡南会津町田島 字谷地甲５５ー１１

福島県 耶麻郡猪苗代町 ツルハドラッグ猪苗代店 0242-72-0826 福島県耶麻郡猪苗代町字梨木西 ７８

福島県 耶麻郡猪苗代町 サンドラッグ猪苗代店 0242-72-0211 福島県耶麻郡猪苗代町芦原９７

福島県 耶麻郡猪苗代町 カワチ薬品 猪苗代店 0242-63-2610 福島県耶麻郡猪苗代町字梨木西 １７

福島県 大沼郡会津美里町 ツルハドラッグ会津美里店 0242-55-0268 福島県大沼郡会津美里町字高田 前川原３５７０

福島県 大沼郡会津美里町 ウエルシア 会津美里店 0242-57-1101 福島県大沼郡会津美里町字思堀 ２５番地

福島県 西白河郡西郷村 イオン白河西郷店 0248-31-2451 福島県西白河郡西郷村大字小田倉 字岩下１１ー１

福島県 西白河郡西郷村 ウエルシア 西白河西郷店 0248-21-2564 福島県西白河郡西郷村大字米字 中山前８４ー１０

福島県 西白河郡泉崎村 ツルハドラッグ 福島泉崎店 0248-54-1268 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎 字八丸１６５番１

福島県 西白河郡中島村 ウエルシア 西白河中島店 0248-51-1501 福島県西白河郡中島村大字 二子塚字浦山３２ー１６

福島県 西白河郡矢吹町 ツルハドラッグ　矢吹店 0248-41-2772 福島県西白河郡矢吹町大字 中畑新田字八幡町４２２

福島県 西白河郡矢吹町 カワチ薬品 矢吹店 0248-44-5101 福島県西白河郡矢吹町八幡町 ４３４ー１

福島県 西白河郡矢吹町 ツルハドラッグ 矢吹中央インター店 0248-41-2268 福島県西白河郡矢吹町八幡町 ７７８

福島県 東白川郡棚倉町 ウエルシア 福島棚倉店 0247-23-1288 福島県東白川郡棚倉町大字流 字餅田１６ー１

福島県 東白川郡棚倉町 ツルハドラッグ棚倉店 0247-23-0770 福島県東白川郡棚倉町流字桜下 ２ー１外

福島県 東白川郡塙町 ツルハドラッグ塙店 0247-44-0268 福島県東白川郡塙町大字塙字大町 １丁目１３番地

福島県 石川郡石川町
ドラッグストアマツモトキヨシ メガステージ
石川店

0247-26-1060 福島県石川郡石川町字長久保２３

福島県 石川郡石川町 ツルハドラッグ石川店 0247-56-4268 福島県石川郡石川町双里 字赤沼１５

福島県 石川郡古殿町 ツルハドラッグ 福島古殿店 0247-32-1268 福島県石川郡古殿町大字田口 字平舘４０ー１

福島県 田村郡小野町 ツルハドラッグ　小野店 0247-71-1377 福島県田村郡小野町大字飯豊字 五反田６３ー１


