
都道府県 市区町村 店名 電話番号 住所

北海道 札幌市中央区 コクミン 札幌アピア店 011-209-1297 北海道札幌市中央区北５条西 ４丁目アピア内

北海道 札幌市中央区 コクミン 札幌エスタ　コクミン薬局 011-213-2661 北海道札幌市中央区北５条西２－ １札幌タ－ミナルエスタ１番街
北海道 札幌市中央区 コクミン 狸小路店 011-222-2566 北海道札幌市中央区南３条西 ３丁目１４ー１
北海道 札幌市中央区 コクミン 札幌オーロラ店 011-241-3868 北海道札幌市中央区大通り西 一丁目オーロラタウンＡ－２６
北海道 札幌市中央区 コクミン 狸小路西店 011-218-0593 北海道札幌市中央区南３条西 ３丁目１７ー１０
北海道 札幌市中央区 コクミン コクミンドラッグ狸小路５丁目店 011-252-5930 北海道札幌市中央区南２条西 ５丁目１３番６４号
北海道 札幌市中央区 サッポロドラッグストアー 西線店 011-533-2541 北海道札幌市中央区南７条西 １５丁目
北海道 札幌市中央区 ツルハドラッグ 行啓通店 011-522-2103 北海道札幌市中央区南１４条西 ９丁目３ー４１
北海道 札幌市中央区 アインズ＆トルペ 地下街店 011-252-2201 北海道札幌市中央区大通西３丁目 １１番地　北洋ビル
北海道 札幌市中央区 薬マツモトキヨシ 札幌南１条店 011-281-7511 北海道札幌市中央区南１条西 ３丁目８
北海道 札幌市中央区 薬マツモトキヨシ 札幌狸小路店 011-219-0225 北海道札幌市中央区南２条西 ３丁目１ー５
北海道 札幌市中央区 サッポロドラッグストアー 南１１条店 011-520-6565 北海道札幌市中央区南１１条西１ ０丁目２番１号
北海道 札幌市中央区 サンドラッグ狸小路２丁目店 011-207-0337 北海道札幌市中央区南３条西 ２丁目１２ー１　１Ｆ
北海道 札幌市中央区 サッポロドラッグストアー ファクトリー店 011-222-0766 北海道札幌市中央区北１条東４丁 目８－１フロンティア館２Ｆ
北海道 札幌市中央区 アインズ＆トルペ ススキノラフィラ店 011-531-2101 北海道札幌市中央区南４条西 ４丁目１番ススキノラフィラビル １階
北海道 札幌市中央区 アインズ＆トルペ マルヤマクラス店 011-616-6516 北海道札幌市中央区南１条 西２７丁目１８３番１ 地下１階
北海道 札幌市中央区 ドン・キホ－テ 札幌店 011-219-4811 北海道札幌市中央区南２条西３丁 目
北海道 札幌市中央区 アインズ＆トルペ 大通りビッセ店 011-210-6611 北海道札幌市中央区大通り西 ３丁目北洋大通りセンターＢ２Ｆ Ｆ－３
北海道 札幌市中央区 ツルハドラッグ 円山店 011-633-8268 北海道札幌市中央区北１条西 ２４丁目４ー１　東光ストア内
北海道 札幌市中央区 サッポロドラッグストアー 山鼻南１４条店 011-562-1620 北海道札幌市中央区南十四条西 １５丁目２番１２号
北海道 札幌市中央区 ツルハドラッグ 南８条店 011-530-6268 北海道札幌市中央区南８条西 ７丁目１０３７ー２７
北海道 札幌市中央区 サンドラッグ南４条店 011-520-6681 北海道札幌市中央区南四条西 １８丁目１番１５号
北海道 札幌市中央区 サッポロドラッグストアー 宮の森３条店 011-633-0550 北海道札幌市中央区宮の森３条 ２丁目５番１号
北海道 札幌市中央区 サッポロドラッグストアー 狸小路５丁目店 011-252-5060 北海道札幌市中央区 南３条西５丁目１４番地
北海道 札幌市中央区 薬マツモトキヨシ プロム山鼻店 011-520-9118 北海道札幌市中央区南２２条西 １２丁目１ー２
北海道 札幌市中央区 アインズ＆トルペ ル・トロワ店 011-200-9360 北海道札幌市中央区大通西１丁目 １１番地ル・トロワＢ１
北海道 札幌市中央区 サッポロドラッグストアー 狸小路大王ビル店 011-252-0711 北海道札幌市中央区南２条西 ５丁目２３番１号
北海道 札幌市中央区 薬マツモトキヨシ 札幌狸小路Ｐａｒｔ２店 011-252-1510 北海道札幌市中央区 南三条西３丁目１３番地１
北海道 札幌市中央区 サッポロドラッグストアー 旭ヶ丘南８条店 011-520-0370 北海道札幌市中央区南８条西 ２３丁目４番１号
北海道 札幌市中央区 サッポロドラッグストアー 狸小路６丁目店 011-252-6175 北海道札幌市中央区南３条西 ６丁目３番３号 ジャラン狸小路１Ｆ
北海道 札幌市中央区 イオン札幌桑園店 011-261-7155 北海道札幌市中央区北８条西１４ 丁目２８番地
北海道 札幌市中央区 ドン・キホーテ 狸小路店 011-219-4811 北海道札幌市中央区南２条西 ４丁目２ー１１
北海道 札幌市北区 ツルハドラッグ 屯田６条店 011-770-2106 北海道札幌市北区屯田６条６丁目 ４番５号
北海道 札幌市北区 アインズ＆トルペ 麻生店 011-717-7189 北海道札幌市北区北４０条西 ４丁目２番１５号 東急ストア内

北海道 札幌市北区 サッポロドラッグストアー クレアーレパセオ西店 011-213-5402 北海道札幌市北区北６条西４丁目 ３－１パセオ１Ｆ ファクトリーランド

北海道 札幌市北区 サンドラッグ新琴似店 011-763-7101 北海道札幌市北区新琴似７条 １２丁目３

【おねがい】下記内容を事前にご確認くださいますよう、お願いいたします。 
●2018年1月16日時点で集計した、「ワンバイコーセー 薬用保湿美容液」 取扱店舗（一部）の一覧です。 
 

●店頭在庫を確約するものではございません。 
 

●限定品の店頭在庫は、恐れ入りますがご来店予定の店舗へ事前にご確認ください。 



北海道 札幌市北区 ツルハドラッグ 北２４条店 011-708-0008 北海道札幌市北区北２４条西 ４丁目２０
北海道 札幌市北区 ツルハドラッグ 篠路店 011-776-3551 北海道札幌市北区篠路３条４丁目 １ー１
北海道 札幌市北区 アインズ あいの里東光店 011-770-5020 北海道札幌市北区あいの里１条５ 丁目２－３
北海道 札幌市北区 ツルハドラッグ 篠路東店 011-775-6635 北海道札幌市北区篠路４条９丁目 １５番地
北海道 札幌市北区 ツルハドラッグ 北２４条西店 011-708-8032 北海道札幌市北区北２４条西 ９丁目１番１号
北海道 札幌市北区 サンドラッグ北３４条西店 011-738-6355 北海道札幌市北区北３４条西 １１丁目３番１６号
北海道 札幌市北区 ツルハドラッグ 北３６条西店 011-708-0377 北海道札幌市北区北３６条西 １０丁目３７３番地
北海道 札幌市北区 サッポロドラッグストアー 屯田店 011-770-6100 北海道札幌市北区屯田９条 ３丁目１番１号
北海道 札幌市北区 ツルハドラッグ 新川３条店 011-769-6268 北海道札幌市北区新川３条 ３丁目３番２３号
北海道 札幌市北区 アインズ＆トルペ 札幌パセオ店 011-213-5056 北海道札幌市北区北６条西 ２丁目１ー７パセオイースト１階
北海道 札幌市北区 ツルハドラッグ 新琴似７条店 011-769-8268 北海道札幌市北区新琴似七条 ６丁目２番１号
北海道 札幌市北区 ツルハドラッグ 新琴似１条店 011-769-1268 北海道札幌市北区新琴似１条 ７丁目９番３５号
北海道 札幌市北区 ココカラファイン 北２８条店 011-757-0039 北海道札幌市北区 北２８条西１３丁目８４０番
北海道 札幌市北区 イオン札幌麻生店 011-736-7691 北海道札幌市北区北３９条西４丁 目１ー５
北海道 札幌市北区 イトーヨーカ堂 屯田店 011-775-3011 北海道札幌市北区屯田 ８条３丁目５－１
北海道 札幌市東区 ツルハドラッグ 北２６条店 011-750-5265 北海道札幌市東区北２６条東 １５丁目３９９ー３
北海道 札幌市東区 ツルハドラッグ 東苗穂店 011-790-2083 北海道札幌市東区東苗穂１２条 ３丁目１ー１０
北海道 札幌市東区 サンドラッグ北２０条店 011-741-7107 北海道札幌市東区北２０条東 ８丁目１２ー１
北海道 札幌市東区 ツルハドラッグ 北１２条店 011-733-8350 北海道札幌市東区北１２条東 ８丁目３ー１
北海道 札幌市東区 サッポロドラッグストアー 北１９条店 011-748-3373 北海道札幌市東区北１９条東 １５丁目５－１
北海道 札幌市東区 ツルハドラッグ 伏古店 011-788-0118 北海道札幌市東区伏古５条４丁目
北海道 札幌市東区 サンドラッグ伏古店 011-783-7170 北海道札幌市東区伏古１３条 ３丁目２１ー１ カウボーイ伏古店内
北海道 札幌市東区 スーパードラッグアサヒ 東苗穂店 011-791-8911 北海道札幌市東区東苗穂９条 ３丁目１－４０
北海道 札幌市東区 ツルハドラッグ 新道元町店 011-789-2511 北海道札幌市東区北２６条東 ２１丁目７ー１
北海道 札幌市東区 ツルハドラッグ 栄町店 011-750-2671 北海道札幌市東区北４９条東 １５丁目７２３ー１
北海道 札幌市東区 ツルハドラッグ 元町店 011-780-2311 北海道札幌市東区北２４条東 ２０丁目１ー２１
北海道 札幌市東区 ツルハドラッグ 北１０条店 011-712-7060 北海道札幌市東区北１０条東 ５丁目
北海道 札幌市東区 サンドラッグ伏古６条店 011-789-5050 北海道札幌市東区伏古６条４丁目 １ー１
北海道 札幌市東区 サンドラッグ北４１条店 011-733-5430 北海道札幌市東区北４１条東 ９丁目３ー１
北海道 札幌市東区 ツルハドラッグ 東雁来店 011-790-1060 北海道札幌市東区東雁来町 ２１４ー８
北海道 札幌市東区 サッポロドラッグストアー 北栄店 011-733-9855 北海道札幌市東区北２７条東１丁 目３番７号
北海道 札幌市東区 アインズ＆トルペ アリオ札幌店 011-751-1518 北海道札幌市東区北７条東 ９丁目２ー２０　アリオ札幌内
北海道 札幌市東区 ツルハドラッグ 北４１条店 011-748-8350 北海道札幌市東区北四十一条東 ５丁目２番１８号
北海道 札幌市東区 イオン札幌元町店 011-731-7003 北海道札幌市東区北３１条東１５ 丁目１－１
北海道 札幌市東区 イオン札幌苗穂店 011-784-5740 北海道札幌市東区東苗穂２条３丁 目１－１
北海道 札幌市白石区 ツルハドラッグ 大谷地店 011-860-2406 北海道札幌市白石区南郷通 １８丁目南５ー２０
北海道 札幌市白石区 サンドラッグ南郷通りＬＵＣＹ店 011-857-8206 北海道札幌市白石区栄通り １８丁目５ー３５
北海道 札幌市白石区 サッポロドラッグストアー 本郷店 011-867-5363 北海道札幌市白石区本郷通４丁目 南１番
北海道 札幌市白石区 サッポロドラッグストアー 北郷店 011-876-1661 北海道札幌市白石区北郷２条 ７丁目６－１５
北海道 札幌市白石区 サッポロドラッグストアー 東札幌店 011-820-2055 北海道札幌市白石区東札幌１条２ 丁目８１
北海道 札幌市白石区 ツルハドラッグ 平和通店 011-868-8333 北海道札幌市白石区平和通２丁目 北９番３号
北海道 札幌市白石区 ツルハドラッグ 北郷４条店 011-879-2750 北海道札幌市白石区北郷４条 １３丁目
北海道 札幌市白石区 ツルハドラッグ 菊水上町店 011-817-6776 北海道札幌市白石区菊水上町３条 ２丁目
北海道 札幌市白石区 ツルハドラッグ 菊水３条店 011-820-6000 北海道札幌市白石区菊水３条 ５丁目２ー２５
北海道 札幌市白石区 ココカラファイン東札幌店 011-824-1718 北海道札幌市白石区東札幌４条 １丁目１番１号 イーアス札幌Ｂタウン２Ｆ
北海道 札幌市白石区 ツルハドラッグ 白石本通店 011-868-3233 北海道札幌市白石区本通 １１丁目南７番９号



北海道 札幌市白石区 サンドラッグ南郷４丁目店 011-868-7200 北海道札幌市白石区南郷通り ４丁目北１ー３６
北海道 札幌市白石区 ツルハドラッグ 東札幌店 011-820-5268 北海道札幌市白石区東札幌 １条１丁目７番１号
北海道 札幌市白石区 ツルハドラッグ 栄通店 011-859-1268 北海道札幌市白石区栄通 １４丁目２番１号
北海道 札幌市白石区 イオン東札幌店 011-824-3688 北海道札幌市白石区東札幌３－２ －１
北海道 札幌市豊平区 柳瀬薬局 011-854-1335 北海道札幌市豊平区月寒東３条 １７丁目
北海道 札幌市豊平区 ツルハドラッグ 豊平４条店 011-837-3611 北海道札幌市豊平区豊平４条 ９丁目３ー１ リペア豊平店内
北海道 札幌市豊平区 アインズ 月寒中央店 011-856-9770 北海道札幌市豊平区月寒中央通 ７丁目
北海道 札幌市豊平区 サンドラッグ西岡店 011-856-1461 北海道札幌市豊平区西岡３条 ５丁目４番１０号
北海道 札幌市豊平区 アインズ 福住西友店 011-852-8902 北海道札幌市豊平区福住１条 ３丁目１０
北海道 札幌市豊平区 サッポロドラッグストアー 豊平美園店 011-817-7760 北海道札幌市豊平区美園９条 ３丁目２３
北海道 札幌市豊平区 アインズ 豊平東光店 011-817-4566 北海道札幌市豊平区豊平７条 ８丁目７０
北海道 札幌市豊平区 サッポロドラッグストアー 中の島店 011-841-8045 北海道札幌市豊平区中の島２条 ２丁目３番３号
北海道 札幌市豊平区 ツルハドラッグ 平岸３条店 011-837-5161 北海道札幌市豊平区平岸３条 １０丁目４番６号
北海道 札幌市豊平区 ツルハドラッグ 西岡店 011-855-8577 北海道札幌市豊平区西岡３条 ９丁目１番１号
北海道 札幌市豊平区 サッポロドラッグストアー 月寒東店 011-858-7890 北海道札幌市豊平区月寒東五条 ８－１－２３
北海道 札幌市豊平区 サンドラッグ月寒西店 011-856-2233 北海道札幌市豊平区月寒西３条 １０丁目３５ー２１
北海道 札幌市豊平区 ツルハドラッグ 西岡３条店 011-858-1268 北海道札幌市豊平区西岡３条 ２丁目３番５号
北海道 札幌市豊平区 サッポロドラッグストアー 豊平３条店 011-837-6665 北海道札幌市豊平区豊平 ３条２丁目１番３５号
北海道 札幌市豊平区 ツルハドラッグ 平岸店 011-820-8268 北海道札幌市豊平区平岸３条 ３丁目６番１号
北海道 札幌市豊平区 ツルハドラッグ 月寒東２条店 011-858-3268 北海道札幌市豊平区月寒東２条 １８丁目１６３番１２
北海道 札幌市豊平区 イトーヨーカ堂 福住店 011-856-6522 北海道札幌市豊平区福住 ２条１丁目２－５
北海道 札幌市南区 西田薬房 011-571-8540 北海道札幌市南区川沿 １１－２－２－８

北海道 札幌市南区 コープさっぽろソシア コーセー化粧品コーナー 011-571-5141 北海道札幌市南区川沿５ー２

北海道 札幌市南区 ツルハドラッグ 真駒内南店 011-588-2002 北海道札幌市南区真駒内南町 ４丁目５ー１
北海道 札幌市南区 サッポロドラッグストアー 真駒内緑町店 011-588-6000 北海道札幌市南区真駒内緑町 １－１－６
北海道 札幌市南区 ツルハドラッグ 藤野店 011-594-2268 北海道札幌市南区藤野２条 ６丁目７番１号
北海道 札幌市南区 イオン札幌藻岩店 011-571-4311 北海道札幌市南区川沿２－２－１ －１
北海道 札幌市西区 ツルハドラッグ 発寒１３条店 011-668-2351 北海道札幌市西区発寒１３条 ４丁目９５５ー４
北海道 札幌市西区 サッポロドラッグストアー 琴似八軒店 011-640-1218 北海道札幌市西区八軒６条西 １丁目
北海道 札幌市西区 アインズ 琴似店 011-632-9230 北海道札幌市西区琴似１条４丁目 ３－１８
北海道 札幌市西区 ツルハドラッグ 宮の沢店 011-669-7881 北海道札幌市西区宮の沢１条 ４丁目８ー２７
北海道 札幌市西区 ツルハドラッグ 琴似中央店 011-640-6150 北海道札幌市西区琴似２条４丁目 ２ー１
北海道 札幌市西区 ツルハドラッグ 西町北店 011-669-5050 北海道札幌市西区西町北１０丁目
北海道 札幌市西区 サッポロドラッグストアー 山の手店 011-621-2605 北海道札幌市西区山の手３条 ６丁目５番１５号
北海道 札幌市西区 ツルハドラッグ 西野２条店 011-668-6268 北海道札幌市西区西野 ２条２丁目４番１号
北海道 札幌市西区 アインズ＆トルペ 宮の沢駅店 011-663-3345 北海道札幌市西区宮の沢１条 １丁目１ー３０ 宮の沢ターミナルビル地下１階
北海道 札幌市西区 サッポロドラッグストアー 西野１条店 011-669-6885 北海道札幌市西区西野１条 ３丁目１番５号
北海道 札幌市西区 ツルハドラッグ 琴似駅東口店 011-640-6268 北海道札幌市西区八軒一条東 １ー４ー１
北海道 札幌市西区 サッポロドラッグストアー 発寒５条店 011-669-3133 北海道札幌市西区発寒５条 ８丁目１番３７号
北海道 札幌市西区 西友　西町店 コーセー化粧品コーナー 011-664-2411 北海道札幌市西区西町南６ー１ー １
北海道 札幌市西区 イトーヨーカ堂 琴似店 011-644-9122 北海道札幌市西区琴似２条１丁目 ４ー１
北海道 札幌市西区 イオン札幌発寒店 011-665-7785 北海道札幌市西区発寒八条 １２丁目１
北海道 札幌市厚別区 Ｈｏｕ’ｏｌｉ　ＳａＨｏＬａ 011-838-7584 北海道札幌市厚別区厚別西四条 ２丁目１１ー２７
北海道 札幌市厚別区 ツルハドラッグ 大谷地東店 011-802-3321 北海道札幌市厚別区大谷地東 ３丁目３番２０号
北海道 札幌市厚別区 サンドラッグもみじ台店 011-897-2531 北海道札幌市厚別区もみじ台北 ７丁目１番７号



北海道 札幌市厚別区 ツルハドラッグ 厚別東店 011-809-7777 北海道札幌市厚別区厚別東 ５条３丁目
北海道 札幌市厚別区 ツルハドラッグ 厚別西店 011-802-2700 北海道札幌市厚別区厚別西３条 ４丁目６５ー１
北海道 札幌市厚別区 ツルハドラッグ 厚別東２条店 011-807-1213 北海道札幌市厚別区厚別東２条 １丁目２番１０号
北海道 札幌市厚別区 ツルハドラッグ ひばりが丘店 011-801-8268 北海道札幌市厚別区厚別南 ２丁目１０番地４

北海道 札幌市厚別区 アインズ＆トルペ 新さっぽろデュオ店 011-892-3830
北海道札幌市厚別区厚別中央２条 ５丁目６番２号新さっぽろアーク シティデュオⅠ地
下１階Ｂ０４号

北海道 札幌市厚別区 ツルハドラッグ　上野幌店 011-801-6268 北海道札幌市厚別区上野幌３条 ２丁目１番５号
北海道 札幌市厚別区 ココカラファイン カテプリ店 011-375-6120 北海道札幌市厚別区厚別中央 ２条５丁目７番 カテプリ地下１階
北海道 札幌市厚別区 イオン新さっぽろ店 011-892-2625 北海道札幌市厚別区厚別中央 ２条５丁目７ー１
北海道 札幌市手稲区 サンドラッグ手稲前田店 011-685-1245 北海道札幌市手稲区前田５条 １３丁目３ー１ カウボーイ手稲店内１階
北海道 札幌市手稲区 ツルハドラッグ 手稲星置店 011-688-0808 北海道札幌市手稲区手稲山口 ５１０ー１９
北海道 札幌市手稲区 ツルハドラッグ 手稲富丘店 011-688-2680 北海道札幌市手稲区富丘１条 ４丁目１３ー１０

北海道 札幌市手稲区 サッポロドラッグストアー クロスモール新発寒店 011-669-2525 北海道札幌市手稲区新発寒二条 １丁目１番１号

北海道 札幌市清田区 サッポロドラッグストアー 美しが丘南店 011-887-1611 北海道札幌市清田区美しが丘４条 ５丁目
北海道 札幌市清田区 スーパードラッグアサヒ平岡店 011-886-7444 北海道札幌市清田区平岡七条 ３－１８－４７
北海道 札幌市清田区 サンドラッグ美しが丘店 011-888-1915 北海道札幌市清田区美しが丘３条 ４丁目

北海道 札幌市清田区
コープさっぽろ　ルミネ平岡店 コーセー化粧品コー
ナー

011-885-3539 北海道札幌市清田区平岡公園 東３丁目１－５

北海道 札幌市清田区 ツルハドラッグ 里塚緑ヶ丘店 011-888-5268 北海道札幌市清田区里塚緑ヶ丘 ２ー７ー３０
北海道 札幌市清田区 ツルハドラッグ 清田店 011-888-3268 北海道札幌市清田区清田二条 ３丁目１１番４０号
北海道 札幌市清田区 ココカラファイン平岡公園通り店 011-884-8155 北海道札幌市清田区里塚緑ヶ丘 ５丁目１番２０号
北海道 札幌市清田区 ツルハドラッグ北野店 011-887-2268 北海道札幌市清田区北野７条 ５丁目１２番２０号
北海道 札幌市清田区 イオン札幌平岡店 011-885-8702 北海道札幌市清田区平岡３条５丁 目２７６－１
北海道 函館市 テーオーデパート 0138-32-5015 北海道函館市梁川町１０－２５
北海道 函館市 アットコスメ 函館蔦屋書店 0138-47-6114 北海道函館市石川町 ８５ー１
北海道 函館市 ココカラファイン函館本町店 0138-51-2202 北海道函館市本町２５ー１３ 五稜郭ビル　１階
北海道 函館市 ツルハドラッグ 鍛冶店 0138-33-4815 北海道函館市鍛冶２丁目２２ー８
北海道 函館市 ツルハドラッグ 白鳥店 0138-44-1171 北海道函館市白鳥町２１ー２６
北海道 函館市 サンドラッグ函館美原店 0138-45-6219 北海道函館市美原１丁目７ー１
北海道 函館市 サッポロドラッグストアー 日の出店 0138-35-3525 北海道函館市日の出町１７－２２
北海道 函館市 サッポロドラッグストアー 函館港店 0138-44-0851 北海道函館市港町 １丁目２３番１号
北海道 函館市 ツルハドラッグ 昭和店 0138-62-2720 北海道函館市昭和１丁目２９ー７
北海道 函館市 ツルハドラッグ 美原店 0138-34-7830 北海道函館市美原２丁目９０ー６ 外
北海道 函館市 サッポロドラッグストアー 宝来店 0138-27-2233 北海道函館市宝来町１０番２０号
北海道 函館市 ツルハドラッグ 函館千歳店 0138-24-4101 北海道函館市千歳町２９ー１５
北海道 函館市 ツルハドラッグ 五稜郭店 0138-40-0660 北海道函館市港町１丁目１ー２
北海道 函館市 サッポロドラッグストアー 富岡中央店 0138-45-1777 北海道函館市富岡町３丁目 ３２番１号
北海道 函館市 ツルハドラッグ 戸倉店 0138-36-7778 北海道函館市戸倉町２６８ー１
北海道 函館市 ツルハドラッグ 函館大町店 0138-21-1155 北海道函館市大町３番２１号
北海道 函館市 サッポロドラッグストアー 函館花園店 0138-33-5033 北海道函館市花園町２６－１
北海道 函館市 ツルハドラッグ 北美原店 0138-34-6818 北海道函館市美原５丁目 ４０番８号
北海道 函館市 ツルハドラッグ 函館人見店 0138-33-6268 北海道函館市人見町２５番１
北海道 函館市 ツルハドラッグ 函館本通店 0138-30-6268 北海道函館市本通２丁目 ３８番１４号
北海道 函館市 ツルハドラッグ 函館花園店 0138-33-1268 北海道函館市日吉町３丁目 ４５ー３１
北海道 函館市 ツルハドラッグ 函館松川店 0138-44-1566 北海道函館市松川町５番９号



北海道 函館市 ツルハドラッグ 函館石川店 0138-34-2268 北海道函館市石川町３１５ー９
北海道 函館市 ツルハドラッグ 西桔梗店 0138-48-0268 北海道函館市西桔梗町 ２４６ー１２１
北海道 函館市 ラオックス函館赤レンガ店 0138-24-3111 北海道函館市末広町１３ー９ 金森洋物館Ｋー２０区画１Ｆ
北海道 函館市 サンドラッグ美原二丁目店 0138-34-7606 北海道函館市美原 二丁目１７ー１
北海道 函館市 サンドラッグ松陰店 0138-52-7070 北海道函館市松陰町２１番２１号
北海道 函館市 サッポロドラッグストアー 函館金森倉庫店 0138-24-5188 北海道函館市豊川町１１番５号
北海道 函館市 サッポロドラッグストアー 函館白鳥店 0138-62-5003 北海道函館市田家町１６番２５号
北海道 函館市 ツルハドラッグ 函館的場店 0138-30-1268 北海道函館市的場町 ２０番地１
北海道 函館市 イトーヨーカ堂 函館店 0138-42-8466 北海道函館市美原１－３－１
北海道 函館市 イオン湯川店 0138-57-1388 北海道函館市湯川町３－１４－５
北海道 小樽市 ココカラファイン都通店 0134-22-2622 北海道小樽市稲穂２丁目 １５番８号
北海道 小樽市 サンドラッグ小樽南店 0134-24-5677 北海道小樽市入船１ー７ー１１ コ－プ小樽南店内
北海道 小樽市 ココカラファイン奥沢店 0134-29-1108 北海道小樽市奥沢３丁目２９番 ３号
北海道 小樽市 ココカラファインウイングベイ店 0134-21-7446 北海道小樽市築港１１ー５ ５番街１階
北海道 小樽市 ココカラファイン桜町店 0134-52-1611 北海道小樽市桜２丁目３８番１号
北海道 小樽市 ツルハドラッグ 朝里店 0134-51-3200 北海道小樽市新光２丁目１番４号
北海道 小樽市 ツルハドラッグ 小樽手宮店 0134-33-6058 北海道小樽市手宮 １丁目２番１号
北海道 小樽市 ツルハドラッグ 小樽駅前店 0134-21-3830 北海道小樽市稲穂３丁目 １０ー１
北海道 小樽市 ツルハドラッグ小樽梅ケ枝店 0134-21-7268 北海道小樽市梅ケ枝町 ８番１５号
北海道 小樽市 イオン小樽店 0134-27-8039 北海道小樽市築港１１番６号
北海道 旭川市 サンマルコ 0166-32-0373 北海道旭川市南６条通り１８丁目 スーパーＡＲＣＳ ウエスタン北彩都
北海道 旭川市 ツルハドラッグ 神楽店 0166-69-2006 北海道旭川市神楽５条９丁目 ２ー２７号
北海道 旭川市 ツルハドラッグ 四条店 0166-23-4262 北海道旭川市４条１７丁目
北海道 旭川市 ツルハドラッグ 豊岡１２条店 0166-37-8331 北海道旭川市豊岡１２条 ４丁目５ー６
北海道 旭川市 ツルハドラッグ 永山６条店 0166-40-1221 北海道旭川市永山６条１３丁目 １ー２５
北海道 旭川市 サンドラッグ春光店 0166-54-3839 北海道旭川市末広４条１丁目 ４５２ー７７ コ－プさっぽろ春光店内
北海道 旭川市 ツルハドラッグ 東光店 0166-37-4351 北海道旭川市東光１条５丁目 ３２５ー１
北海道 旭川市 ツルハドラッグ 旭町店 0166-46-8311 北海道旭川市旭町１条７丁目
北海道 旭川市 ツルハドラッグ 旭川２条店 0166-37-0037 北海道旭川市２条通２３丁目 １１０ー１
北海道 旭川市 ツルハドラッグ 西店 0166-20-0033 北海道旭川市４条通３丁目 １６１６番
北海道 旭川市 ツルハドラッグ 東６条店 0166-20-0012 北海道旭川市東６条３丁目 １ー１２
北海道 旭川市 ツルハドラッグ 永山南店 0166-40-1133 北海道旭川市永山８条４丁目 ９８ー２
北海道 旭川市 ツルハドラッグ 神居東店 0166-69-5066 北海道旭川市神居３条１８丁目 ２番５号
北海道 旭川市 サンドラッグ旭川川端店 0166-59-5750 北海道旭川市川端町７条１０丁目 １番
北海道 旭川市 ツルハドラッグ 春光１条店 0166-59-5686 北海道旭川市春光１条９丁目 ８８ー１
北海道 旭川市 サンドラッグ 永山ウエスタンパワーズ店 0166-49-6205 北海道旭川市永山１２条３丁目 １２２ー５５
北海道 旭川市 ツルハドラッグマルカツ店 0166-21-5070 北海道旭川市２条通り７丁目 ２２７番地の１
北海道 旭川市 アインズ＆トルペ イトーヨーカドー旭川店 0166-25-3480 北海道旭川市六条通１４ー６４ イトーヨーカドー旭川店１Ｆ
北海道 旭川市 サッポロドラッグストアー 旭川豊岡４条店 0166-37-7666 北海道旭川市豊岡４条３丁目 ６番１３号
北海道 旭川市 ツルハドラッグ 永山３条西店 0166-40-3268 北海道旭川市永山３条８丁目 ２番６号
北海道 旭川市 ツルハドラッグ 永山環状通店 0166-40-0268 北海道旭川市永山７条 ５丁目１番１５号
北海道 旭川市 ツルハドラッグ 旭川大町３条店 0166-46-6268 北海道旭川市大町３条 ５丁目２３９７ー１８
北海道 旭川市 ツルハドラッグ 忠和店 0166-60-1268 北海道旭川市忠和４条 ６丁目４番１２号
北海道 旭川市 ツルハドラッグ 旭川末広北店 0166-57-3268 北海道旭川市末広１条 １０丁目１番２０号
北海道 旭川市 ツルハドラッグ 旭川緑が丘店 0166-60-9268 北海道旭川市緑が丘東３条 １丁目３番３号
北海道 旭川市 ツルハドラッグ 東光１２条店 0166-37-4771 北海道旭川市東光１２条 ６丁目５番２８号



北海道 旭川市 イオン旭川永山店 0166-46-4310 北海道旭川市永山３条１２丁目 ２－１１
北海道 旭川市 イオン旭川西店 0166-54-8110 北海道旭川市緑町２３丁目２１６ １番３
北海道 旭川市 イオン旭川駅前店 0166-22-2515 北海道旭川市宮下通 ７丁目２番５号
北海道 室蘭市 いたがきイオン室蘭店 0143-46-2677 北海道室蘭市東町２ー４ イオン室蘭店　２Ｆ
北海道 室蘭市 ツルハドラッグ 室蘭東町店 0143-41-3568 北海道室蘭市東町 １丁目１１ー１８
北海道 室蘭市 ツルハドラッグ 室蘭中島店 0143-41-3100 北海道室蘭市中島町３丁目 ２７番５
北海道 室蘭市 サンドラッグ室蘭ＭＯＲＵＥ中島店 0143-41-6500 北海道室蘭市中島本町１丁目 ４番４号
北海道 室蘭市 ツルハドラッグ 室蘭中島北店 0143-42-2278 北海道室蘭市中島町１丁目２８
北海道 室蘭市 サッポロドラッグストアー 室蘭駅前店 0143-25-6211 北海道室蘭市海岸町１丁目 ３番１６号
北海道 室蘭市 ツルハドラッグ 室蘭輪西店 0143-41-5268 北海道室蘭市輪西町１丁目３３
北海道 室蘭市 サッポロドラッグストアー 室蘭東町店 0143-41-7677 北海道室蘭市東町 １丁目１８番２１号
北海道 室蘭市 長崎屋　室蘭中島店 0143-45-5510 北海道室蘭市中島町１丁目 １９ー１１

北海道 釧路市 コープさっぽろ釧路貝塚店 コーセー化粧品コーナー 0154-44-2611 北海道釧路市貝塚３－２－２６

北海道 釧路市 ツルハドラッグ 武佐店 0154-47-2511 北海道釧路市武佐３丁目 ６１ー１３
北海道 釧路市 ツルハドラッグ 桜ヶ岡店 0154-92-2230 北海道釧路市桜ヶ岡４ー１
北海道 釧路市 ツルハドラッグ 春採７丁目店 0154-46-8821 北海道釧路市春採７丁目 ２３３番１６
北海道 釧路市 ツルハドラッグ 釧路文苑店 0154-39-0223 北海道釧路市文苑２丁目 ４８番１４号
北海道 釧路市 ツルハドラッグ 星が浦店 0154-55-4545 北海道釧路市星が浦大通２丁目 ５番４１号
北海道 釧路市 コープさっぽろ ほしがうら店 0154-55-0501 北海道釧路市星が浦大通３丁目 ５番地２号
北海道 釧路市 ツルハドラッグ 釧路富士見店 0154-44-0588 北海道釧路市富士見３丁目 ７５番地１号
北海道 釧路市 ツルハドラッグ 新橋大通店 0154-21-8268 北海道釧路市新橋大通１丁目 ２番１７号
北海道 釧路市 ツルハドラッグ 釧路鳥取大通店 0154-55-5268 北海道釧路市鳥取大通５丁目 ７番１号
北海道 釧路市 ツルハドラッグ 釧路鳥取店 0154-55-0268 北海道釧路市鳥取大通９丁目 ９番２８号
北海道 釧路市 ツルハドラッグ 釧路若松店 0154-21-5268 北海道釧路市若松町１２番１３号
北海道 釧路市 ツルハドラッグ 釧路愛国店 0154-39-5245 北海道釧路市愛国東 １丁目１２番３号
北海道 釧路市 サッポロドラッグストアー 釧路昭和中央店 0154-55-1660 北海道釧路市昭和中央 １丁目１番２号

北海道 釧路市 イトーヨーカ堂 釧路店コーセー化粧品コーナー 0154-24-1830 北海道釧路市新橋大通６丁目２番

北海道 帯広市 コープさっぽろかしわ店 0155-23-7250 北海道帯広市東７条南 １５丁目２ー２
北海道 帯広市 ツルハドラッグ 帯広北店 0155-38-2231 北海道帯広市西１６条北１丁目 １２ー７８
北海道 帯広市 ツルハドラッグ 帯広東４条店 0155-20-2171 北海道帯広市東４条南１６丁目６
北海道 帯広市 ツルハドラッグ 弥生店 0155-49-0880 北海道帯広市西８条南２９丁目 ４ー６
北海道 帯広市 ツルハドラッグ 帯広南店 0155-20-3533 北海道帯広市西５条南１８丁目 ３ー１
北海道 帯広市 ツルハドラッグ 帯広西店 0155-61-0038 北海道帯広市西２３条南３丁目 ６２ー３
北海道 帯広市 サッポロドラッグストアー 帯広東店 0155-20-1369 北海道帯広市東５条南１１丁目６
北海道 帯広市 ツルハドラッグ 西１８条店 0155-38-2380 北海道帯広市西１８条北１丁目
北海道 帯広市 ツルハドラッグ みなみ野店 0155-49-7080 北海道帯広市南の森東１丁目 １ー５
北海道 帯広市 ツルハドラッグ 稲田店 0155-49-2066 北海道帯広市稲田町南９線西 ９ー１
北海道 帯広市 サンドラッグ 白樺通１８条店 0155-38-2891 北海道帯広市西１８条南３丁目 ２７ー３１
北海道 帯広市 ツルハドラッグ 緑西店 0155-58-3400 北海道帯広市西１７条南４丁目 ４２
北海道 帯広市 サンドラッグ西帯広長崎屋店 0155-58-5000 北海道帯広市西帯広西２１条南 ４丁目１番地
北海道 帯広市 ツルハドラッグ 帯広西１２条店 0155-58-1160 北海道帯広市西１２条南３丁目 ２番地１
北海道 帯広市 ツルハドラッグ 帯広大通南２４丁目店 0155-20-5268 北海道帯広市大通南 ２４丁目１０
北海道 帯広市 サッポロドラッグストアー 帯広西１９条店 0155-58-4677 北海道帯広市西１９条南 ２丁目２９番１５号
北海道 帯広市 ツルハドラッグ 帯広東９条店 0155-28-4268 北海道帯広市東九条南９丁目 ４番１



北海道 帯広市 イオン帯広店 0155-25-0075 北海道帯広市西４条南２０丁目 １番地
北海道 帯広市 長崎屋　帯広店 0155-27-0307 北海道帯広市西４条南１２丁目３ 番地
北海道 帯広市 イトーヨーカ堂 帯広店コーセー化粧品コーナー 0155-47-6845 北海道帯広市稲田町 南８線西１０－１
北海道 北見市 ツルハドラッグ 桜町店 0157-69-3224 北海道北見市桜町６丁目２ー４
北海道 北見市 ツルハドラッグ 夕陽ヶ丘店 0157-69-8818 北海道北見市北進町３１ー７７
北海道 北見市 生活協同組合　市民生協 コープさっぽろきよみ店 0157-69-5700 北海道北見市清見町７０番地の１
北海道 北見市 ツルハドラッグ 北見美芳店 0157-69-7005 北海道北見市美芳町８丁目 ３番９号
北海道 北見市 コープさっぽろ みわ店 0157-36-8400 北海道北見市中央三輪２丁目 ４１１－１
北海道 北見市 ツルハドラッグ 北見メッセ店 0157-66-4080 北海道北見市中央三輪５丁目 ４２３番地５
北海道 北見市 ツルハドラッグ とん田西町店 0157-69-1268 北海道北見市とん田西町 ３０８番地
北海道 北見市 サンドラッグ北見店 0157-69-0200 北海道北見市とん田西町 ２１８番地５
北海道 北見市 ツルハドラッグ 北見公園店 0157-69-2685 北海道北見市公園町１３９ー１０
北海道 北見市 イト－ヨ－カ堂 北見店　コーセー化粧品コーナー 0157-61-8828 北海道北見市光西町１８５番地
北海道 北見市 イオン北見店 0157-31-7760 北海道北見市北進町１丁目１－１

北海道 岩見沢市
コープさっぽろＮＯＶＡみなみ店 コーセー化粧品コー
ナー

0126-23-2723 北海道岩見沢市美園６条８丁目

北海道 岩見沢市 ツルハドラッグ 岩見沢店 0126-32-2626 北海道岩見沢市２条西３丁目 ３ー１
北海道 岩見沢市 サッポロドラッグストアー 岩見沢店 0126-33-8500 北海道岩見沢市１０条西２０丁目
北海道 岩見沢市 ツルハドラッグ 岩見沢大和店 0126-32-0051 北海道岩見沢市大和１条８丁目 ３ー１
北海道 岩見沢市 サンドラッグ岩見沢１０条西店 0126-32-7550 北海道岩見沢市１０条西 １９ー１ー１
北海道 岩見沢市 サンドラッグ岩見沢８条東店 0126-33-9700 北海道岩見沢市８条東 １１丁目８番１９
北海道 岩見沢市 イオン岩見沢店 0126-20-2534 北海道岩見沢市大和４条８丁目１ 番地
北海道 岩見沢市 コープさっぽろ 岩見沢東店 0126-22-7761 北海道岩見沢市 ５条東１２丁目８
北海道 網走市 ハッピー堂 0152-43-2457 北海道網走市南５条西１丁目
北海道 網走市 ツルハドラッグ つくしヶ丘店 0152-61-0623 北海道網走市つくしヶ丘 １丁目９０ー９３
北海道 網走市 ツルハドラッグ 網走北店 0152-61-1281 北海道網走市北４条西４丁目 １ー５
北海道 網走市 コープさっぽろあばしり店 コーセー化粧品コーナー 0152-45-3500 北海道網走市駒場北５丁目８４番 地３６
北海道 苫小牧市 ツルハドラッグ 苫小牧澄川店 0144-61-2971 北海道苫小牧市澄川町１丁目 ２番１
北海道 苫小牧市 ツルハドラッグ 新生台店 0144-38-7181 北海道苫小牧市三光町２丁目 ２６ー１６２
北海道 苫小牧市 ツルハドラッグ 大成店 0144-71-7655 北海道苫小牧市新富町１丁目 １５番地
北海道 苫小牧市 サンドラッグ苫小牧光洋店 0144-78-2366 北海道苫小牧市光洋町 １ー１４ー１２
北海道 苫小牧市 ツルハドラッグ 苫小牧住吉店 0144-31-2007 北海道苫小牧市住吉町２丁目 ２９番
北海道 苫小牧市 ツルハドラッグ 苫小牧明徳店 0144-67-6588 北海道苫小牧市明徳町２丁目 ４番８号
北海道 苫小牧市 ツルハドラッグ 沼ノ端北店 0144-52-5666 北海道苫小牧市北栄町 １丁目２３番１５号
北海道 苫小牧市 ツルハドラッグ 苫小牧王子店 0144-38-8008 北海道苫小牧市表町４丁目 ３ー２３
北海道 苫小牧市 サンドラッグ苫小牧緑町店 0144-38-7225 北海道苫小牧市緑町２丁目 ８番地１０
北海道 苫小牧市 ツルハドラッグ 苫小牧明野新町店 0144-53-0268 北海道苫小牧市明野新町 ２丁目２番８号
北海道 苫小牧市 ツルハドラッグ 苫小牧日吉店 0144-71-7268 北海道苫小牧市日吉町 １丁目７番２５号
北海道 苫小牧市 サンドラッグ明野店 0144-52-5880 北海道苫小牧市明野新町 ５丁目１８ー２７
北海道 苫小牧市 ＭＥＧＡドン・キホーテ　苫小牧店 0144-36-4500 北海道苫小牧市木場町 １ー６ー１
北海道 苫小牧市 イオン苫小牧店 0144-57-8283 北海道苫小牧市柳町３丁目１番２ ０号
北海道 稚内市 ツルハＤ 南稚内店 0162-24-7303 北海道稚内市大黒２丁目３番地
北海道 稚内市 サッポロドラッグストアー 稚内中央店 0162-29-0313 北海道稚内市中央２丁目１４番２ ３号
北海道 稚内市 西條　稚内店 コーセー化粧品コーナー 0162-24-5151 北海道稚内市大黒４丁目７番地 １号
北海道 美唄市 サッポロドラッグストアー 美唄店 0126-66-6661 北海道美唄市大通西一条南 ２丁目１番１号
北海道 美唄市 ツルハドラッグ 美唄店 01266-6-6951 北海道美唄市東３条北４丁目 １０９３ー６



北海道 芦別市 ツルハドラッグ 芦別店 0124-24-6200 北海道芦別市北４条東 １丁目９番地１
北海道 江別市 ツルハドラッグ 代々木店 011-391-4070 北海道江別市野幌代々木町 ７７ー１
北海道 江別市 ツルハドラッグ 江別牧場店 011-391-5567 北海道江別市牧場町２５ー８
北海道 江別市 ツルハドラッグ 東野幌店 011-391-2511 北海道江別市東野幌本町３５番２

北海道 江別市 コープさっぽろ　えべつ店 コーセー化粧品コーナー 011-389-8703 北海道江別市元江別７７９番地１

北海道 江別市 ツルハドラッグ 上江別店 011-391-3078 北海道江別市上江別４４３ー１
北海道 江別市 ツルハドラッグ 大麻北店 011-388-6006 北海道江別市大麻北町 ５２１ー３４
北海道 江別市 イオン江別店 011-384-2151 北海道江別市幸町３５
北海道 紋別市 ツルハドラッグ 紋別店 01582-6-2228 北海道紋別市緑町４丁目２７ー４
北海道 紋別市 ツルハドラッグ 紋別落石店 0158-26-2201 北海道紋別市渚滑町１丁目 ２番地１ー１０
北海道 紋別市 サッポロドラッグストアー 紋別店 01582-6-4336 北海道紋別市落石町１丁目 ２８－３５
北海道 紋別市 ツルハドラッグ 広域紋別病院前店 0158-26-3268 北海道紋別市落石町１丁目 ３番８８号
北海道 紋別市 イオン紋別店 01582-3-6134 北海道紋別市花園町３丁目 ４－３９
北海道 士別市 西條　士別店 コーセー化粧品コーナー 01652-9-2525 北海道士別市南町東２区
北海道 名寄市 イオン名寄店 01654-9-5000 北海道名寄市字徳田８０－１
北海道 名寄市 西條　名寄店 コーセー化粧品コーナー 01654-3-5151 北海道名寄市西４条南８丁目
北海道 三笠市 ツルハドラッグ 三笠店 01267-4-5525 北海道三笠市多賀町１番地１
北海道 根室市 サッポロドラッグストアー 根室店 0153-29-3031 北海道根室市大正町１丁目３２番 ２
北海道 根室市 サッポロドラッグストアー 根室西浜店 0153-29-6767 北海道根室市西浜町８丁目 ９５番１
北海道 根室市 イオン根室店 01532-4-6111 北海道根室市常盤町３－９
北海道 千歳市 コクミン 新千歳空港出発口店 0123-46-5608 北海道千歳市美々 新千歳空港内ターミナルビル２階
北海道 千歳市 サッポロドラッグストアー 千歳店 0123-40-7022 北海道千歳市新富３丁目９番３号
北海道 千歳市 サッポロドラッグストアー 千歳梅ヶ丘店 0123-22-1411 北海道千歳市梅ヶ丘１丁目 １番１８号
北海道 千歳市 サンドラッグちとせモール店 0123-40-1680 北海道千歳市勇舞８丁目１番地１
北海道 千歳市 ツルハドラッグ 新千歳空港店 0123-45-3268 北海道千歳市美々９８７ 新千歳空港ターミナルビル 連絡施設３階内
北海道 千歳市 サッポロドラッグストアー 千歳高台店 0123-40-0777 北海道千歳市高台５丁目 ７番１２号
北海道 千歳市 ツルハドラッグ千歳向陽台店 0123-48-3268 北海道千歳市白樺２丁目６番２
北海道 千歳市 アインズ＆トルペ 新千歳空港店 0123-29-3415 北海道千歳市美々 国際線旅客ターミナルビル４Ｆ
北海道 千歳市 ラオックス 千歳アウトレットモール・レラ店 0123-40-1880 北海道千歳市柏台南 １丁目２ー１ーＮＯー６２５
北海道 千歳市 ツルハドラッグ 千歳長都店 0123-40-1268 北海道千歳市長都駅前 ２丁目８４２ー２
北海道 千歳市 イオン千歳店 0123-27-4302 北海道千歳市栄町６－５１
北海道 滝川市 ツルハドラッグ 南滝の川店 0125-26-0026 北海道滝川市南滝の川１３１ー５
北海道 滝川市 ツルハドラッグ滝川新町店 0125-26-0268 北海道滝川市新町２丁目 １０番３８号
北海道 砂川市 ツルハドラッグ 砂川店 0125-55-3677 北海道砂川市西１条南２丁目 １番１号
北海道 深川市 ツルハドラッグ深川文光店 0164-26-8500 北海道深川市文光町７ー１０
北海道 富良野市 ツルハドラッグ 富良野緑町店 0167-39-2100 北海道富良野市緑町１１ー４
北海道 富良野市 サッポロドラッグストアー 富良野店 0167-22-8082 北海道富良野市若葉町１２番１
北海道 登別市 ツルハドラッグ 登別中央店 0143-85-0888 北海道登別市中央町５丁目 ２２ー４
北海道 登別市 ツルハドラッグ 幌別店 0143-81-6268 北海道登別市幌別町６丁目２番地
北海道 登別市 サッポロドラッグストアー 登別温泉１号店 0143-80-3070 北海道登別市登別温泉町５０番３ 大黒屋プラザビル１階
北海道 登別市 イオン登別店 0143-87-2220 北海道登別市若山町４ー３３－１
北海道 恵庭市 ツルハドラッグ 恵庭柏木店 0123-34-9408 北海道恵庭市柏木町３丁目 １３番４７号
北海道 恵庭市 ツルハドラッグ 美咲野店 0123-39-5722 北海道恵庭市美咲野３丁目 ８ー１１
北海道 恵庭市 サッポロドラッグストアー フレスポ恵み野店 0123-35-2005 北海道恵庭市恵み野里美 ２丁目１５番地
北海道 恵庭市 ツルハドラッグ恵み野西店 0123-39-6022 北海道恵庭市恵み野西 ３丁目１ー１



北海道 恵庭市 ツルハドラッグ 恵み野里美店 0123-35-4268 北海道恵庭市恵み野里美１丁目 １番３
北海道 伊達市 ツルハドラッグ 伊達店 0142-21-2268 北海道伊達市末永町７番１
北海道 伊達市 イオン伊達店 0142-23-2455 北海道伊達市末永町８－２３

北海道 北広島市
コープさっぽろ　エルフィン店 コーセー化粧品コー
ナー

011-376-6061 北海道北広島市栄町１－４－１

北海道 北広島市 ツルハドラッグ 北広島店 011-376-6000 北海道北広島市美沢４ー１ー１
北海道 北広島市 サッポロドラッグストアー インタービレッジ大曲店 011-377-9722 北海道北広島市大曲２６２番地
北海道 北広島市 ツルハドラッグ 北広島中央店 011-376-9268 北海道北広島市中央 ５丁目６番地５

北海道 石狩市 コープさっぽろ　いしかり店 コーセー化粧品コーナー 0133-74-3531 北海道石狩市花川北３－３

北海道 石狩市 ツルハドラッグ 花川北店 0133-76-2033 北海道石狩市花川北３条１丁目
北海道 石狩市 ツルハドラッグ 花川南店 0133-76-1268 北海道石狩市花川南三条 ５丁目８番
北海道 北斗市 サンドラッグ上磯店 0138-48-9388 北海道北斗市七重浜 ７丁目１４ー１ カウボーイ店内
北海道 北斗市 サッポロドラッグストアー 久根別店 0138-74-3383 北海道北斗市東浜２丁目６－３２
北海道 北斗市 ツルハドラッグ 北斗中野通店 0138-74-2680 北海道北斗市中野通り１９９番１
北海道 北斗市 ツルハドラッグ 東久根別店 0138-74-4368 北海道北斗市久根別 １丁目１番１０号
北海道 北斗市 イオン上磯店 0138-49-8222 北海道北斗市七重浜４－４４－１
北海道 松前郡松前町 ツルハドラッグ 松前店 01394-6-2663 北海道松前郡松前町字建石 ４９ー５１
北海道 上磯郡木古内町 ツルハドラッグ 木古内店 01392-2-1268 北海道上磯郡木古内町字本町 ５４５
北海道 亀田郡七飯町 ツルハドラッグ 七飯店 0138-64-2268 北海道亀田郡七飯町字本町 ４２４ー１
北海道 茅部郡森町 ツルハドラッグ 森店 01374-3-2161 北海道茅部郡森町森川町２３３
北海道 二海郡八雲町 ツルハドラッグ 八雲本町店 0137-63-4268 北海道二海郡八雲町本町 １５２ー１
北海道 二海郡八雲町 ツルハドラッグ 八雲店 0137-65-5268 北海道二海郡八雲町東八雲町 １７番地４７
北海道 山越郡長万部町 ツルハドラッグ 長万部店 01377-2-6268 北海道山越郡長万部町 字長万部６８ー２
北海道 檜山郡江差町 サッポロドラッグストアー 江差店 01395-4-2060 北海道桧山郡江差町字円山２９９ 番地４６
北海道 檜山郡江差町 ツルハドラッグ 江差新地町店 0139-54-2268 北海道桧山郡江差町字新地町 １４番
北海道 虻田郡ニセコ町 サッポロドラッグストアー ニセコ元町店 0136-43-2250 北海道虻田郡ニセコ町字元町 ７４ー１６
北海道 虻田郡倶知安町 ツルハドラッグ 倶知安店 0136-21-5820 北海道虻田郡倶知安町南６条西 １丁目１５ー５
北海道 虻田郡倶知安町 ツルハドラッグ 倶知安南店 0136-21-2501 北海道虻田郡倶知安町南１１条 西１丁目
北海道 虻田郡倶知安町 サッポロドラッグストアー 倶知安店 0136-21-5035 北海道虻田郡倶知安町南七条東 １丁目１ー９
北海道 岩内郡岩内町 サッポロドラッグストアー 岩内清住店 0135-61-2770 北海道岩内郡岩内町字清住 ２５８番地

北海道 余市郡余市町 コープさっぽろ新余市店 コーセー化粧品コーナー 0135-22-3967 北海道余市郡余市町黒川町 １０丁目３－３２

北海道 余市郡余市町 ツルハドラッグ 余市店 0135-21-2268 北海道余市郡余市町大川町 ８丁目１００ー１
北海道 空知郡南幌町 ツルハドラッグ 南幌店 011-378-7268 北海道空知郡南幌町中央 ２丁目１番２号
北海道 夕張郡長沼町 ツルハドラッグ 長沼店 01238-2-5310 北海道夕張郡長沼町西１線北 ３番地
北海道 夕張郡栗山町 ツルハドラッグ 栗山店 01237-3-6355 北海道夕張郡栗山町朝日 ４丁目１ー３１
北海道 苫前郡羽幌町 ドラッグセサミ羽幌店 01646-9-2200 北海道苫前郡羽幌町栄町１１２－ １ホクレンショップ羽幌店内
北海道 苫前郡羽幌町 ツルハドラッグ 羽幌店 0164-69-2880 北海道苫前郡羽幌町栄町 １１７番地５
北海道 枝幸郡浜頓別町 べにや化粧品店 01634-2-2018 北海道枝幸郡浜頓別町大通り １５４
北海道 枝幸郡枝幸町 ツルハドラッグ 枝幸本町店 01636-9-2150 北海道枝幸郡枝幸町本町 ６４８番地
北海道 網走郡美幌町 ツルハドラッグ 美幌店 01527-5-0345 北海道網走郡美幌町字稲美 ８９ー４
北海道 網走郡美幌町 ツルハドラッグ 美幌新町店 0152-75-0268 北海道網走郡美幌町字新町 １丁目７番２
北海道 斜里郡斜里町 サッポロドラッグストアー 斜里店 01522-2-1123 北海道斜里郡斜里町字豊倉５１番 ５
北海道 斜里郡清里町 サンドラッグ伊達梅本店 0142-21-5001 北海道伊達市梅本町３７ー２２
北海道 紋別郡遠軽町 ツルハドラッグ 遠軽店 0158-49-9041 北海道紋別郡遠軽町大通北 １０丁目１ー４０



北海道 紋別郡遠軽町 ツルハドラッグ 遠軽南町店 0158-49-2268 北海道紋別郡遠軽町南町 ３丁目３番地４３

北海道 紋別郡遠軽町
コープさっぽろ　遠軽みなみ店 コーセー化粧品コー
ナー

0158-42-3100 北海道紋別郡遠軽町南町３丁目

北海道 紋別郡湧別町 ツルハドラッグ 湧別店 01586-4-2268 北海道紋別郡湧別町北兵村三区 ５１８ー１
北海道 白老郡白老町 ツルハドラッグ 白老店 0144-85-5366 北海道白老郡白老町栄町２丁目 １番７号
北海道 虻田郡洞爺湖町 サッポロドラッグストアー 洞爺湖旭町店 0142-74-3355 北海道虻田郡洞爺湖町旭町 ５－２２
北海道 沙流郡日高町 サッポロドラッグストアー 富川店 01456-3-1133 北海道沙流郡日高町富川北３丁目 ３番
北海道 沙流郡日高町 ツルハドラッグ 富川店 01456-3-1110 北海道沙流郡日高町富川南 ２ー２ー５
北海道 浦河郡浦河町 ツルハドラッグ 浦河店 0146-23-3700 北海道浦河郡浦河町堺町西６丁目 ４９２番５３
北海道

日高郡新ひだか
町

ツルハドラッグ 静内店 0146-45-0212 北海道日高郡新ひだか町 静内木場町２丁目１番２８号
北海道

日高郡新ひだか
町

ツルハドラッグ マックスバリュ静内店 0146-45-1268 北海道日高郡新ひだか町静内 木場町１丁目１ー６９
北海道 河東郡音更町 サンドラッグぴあざフクハラ音更店 0155-43-4170 北海道河東郡音更町木野大通り東 １６丁目１番地
北海道 河東郡音更町 ツルハドラッグ すずらん台店 0155-43-4268 北海道河東郡音更町 すずらん台仲町１丁目１ー１
北海道 上川郡清水町 ツルハドラッグ 清水店 0156-69-0268 北海道上川郡清水町南２条 １１丁目７番１
北海道 河西郡芽室町 ツルハドラッグ 芽室店 0155-62-8168 北海道河西郡芽室町東６条１丁目 ４ー４
北海道 河西郡中札内村 サッポロドラッグストアー 中札内店 0155-67-2283 北海道河西郡中札内村大通南６丁 目３番
北海道 中川郡幕別町 ツルハドラッグ 札内店 0155-20-3825 北海道中川郡幕別町札内共栄町 １６３番
北海道 中川郡本別町 ツルハドラッグ 本別店 0156-23-0321 北海道中川郡本別町南１丁目 ２ー２５
北海道 足寄郡足寄町 サッポロドラッグストアー 足寄店 01562-5-7500 北海道足寄郡足寄町北３条１丁目 ７－１
北海道 釧路郡釧路町 サンドラッグ桂木店 0154-39-0010 北海道釧路郡釧路町桂木６ー４
北海道 釧路郡釧路町 イオン釧路店 0154-38-0189 北海道釧路郡釧路町桂木１－１－ ７
北海道 厚岸郡厚岸町 サッポロドラッグストアー 厚岸店 0153-53-3223 北海道厚岸郡厚岸町港町３丁目 １１４番地
北海道 川上郡標茶町 サッポロドラッグストアー 標茶店 01548-5-0022 北海道川上郡標茶町開運３丁目６ 番１号
北海道 白糠郡白糠町 サッポロドラッグストアー しらぬか店 01547-9-2002 北海道白糠郡白糠町東２条南２丁 目１番２２
北海道 野付郡別海町 ツルハドラッグ 別海店 0153-79-6050 北海道野付郡別海町別海旭町 １５０ー２２
北海道 標津郡中標津町 ツルハドラッグ 中標津東店 01537-8-7576 北海道標津郡中標津町東１６条 南１１丁目

北海道 標津郡中標津町 ツルハドラッグ 中標津中央店 0153-78-7255 北海道中標津郡中標津町５条北 １丁目１ー１

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 ハッピードラッグ さんない 017-782-8060 青森県青森市三内字玉作２－７２
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 ハッピ－・ドラッグ 佃店 017-765-6780 青森県青森市中佃３－７－１３
青森県 青森市 ハッピ－・ドラッグ のぎわ店 017-763-2250 青森県青森市大字羽白字沢田３０ ６－１
青森県 青森市 薬マツモトキヨシ 青森駅ビルラビナ店 017-775-5272 青森県青森市柳川１ー２ー３
青森県 青森市 ドラッグＯ 017-721-1132 青森県青森市本町１－６－２ （マルサ駐車場１階）
青森県 青森市 ハッピー・ドラッグ 東青森店 017-765-2220 青森県青森市南佃２－４５－１０
青森県 青森市 スーパードラッグアサヒ 佃店 017-743-7431 青森県青森市佃３ー５ー３３
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 ハッピー・ドラッグ やえだ店 017-736-5127 青森県青森市東造道３－１５－１
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 ハッピー・ドラッグ 戸山店 017-752-8377 青森県青森市駒込蛍沢 ４８ー１１５
青森県 青森市 メガ勝田店 017-721-2400 青森県青森市勝田２ー２０ー１
青森県 青森市 ハッピー・ドラッグ勝田店 017-762-7231 青森県青森市勝田１ー２０ー１



青森県 青森市 メガ東青森店 017-736-8808 青森県青森市東造道 ３ー４ー１
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
サンドラッグエース ドラッグ・ユーラ・セラ東バイパスＳ
Ｃ店

017-737-1820 青森県青森市八重田 ４ー２ー１

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 青森市 ハッピー・ドラッグ 西大野店 017-757-8139 青森県青森市西大野 ３ー１３ー８
青森県 青森市 ハッピー・ドラッグ 青森八重田ＳＣ店 017-718-0612 青森県青森市造道３ー２５ー１
青森県 弘前市 イトーヨーカ堂 弘前店 0172-33-5511 青森県弘前市大字駅前３ー２ー１
青森県 弘前市 菊池薬局 0172-32-7556 青森県弘前市土手町１８
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 薬王堂 弘前早稲田店 0172-28-2887 青森県弘前市早稲田１－４－５
青森県 弘前市 薬王堂 弘前若葉店 0172-32-1366 青森県弘前市大字清水１－２－１
青森県 弘前市 ハッピー・ドラッグ 青山店 0172-88-7228 青森県弘前市青山 ５－２７－４
青森県 弘前市 薬マツモトキヨシ 弘前駅ビルアプリーズ店 0172-32-3140 青森県弘前市大字表町２ー１１
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 薬王堂 弘前安原店 0172-87-2861 青森県弘前市大字泉野５丁目 ５ー１
青森県 弘前市 メガ城東北店 0172-27-2700 青森県弘前市大字城東北 ４ー４ー１０
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 ハッピー・ドラッグ 岩木店 0172-55-6158 青森県弘前市一町田村元 ７１２ー１
青森県 弘前市 サンデー 弘前樹木店 0172-39-7800 青森県弘前市樹木５ー１０ー１
青森県 弘前市 薬王堂 弘前富田町店 0172-55-0371 青森県弘前市富田町１６２
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 長崎屋　八戸店 0178-45-3810 青森県八戸市江陽２－１４－１
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 ハッピードラッグ るいけ店 0178-47-4040 青森県八戸市南類家 ３－２－１２
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 ハッピ－ドラッグ 一番町店 0178-70-1288 青森県八戸市尻内町八百刈３９－ 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 薬王堂 八戸新井田店 0178-25-0336 青森県八戸市新井田西１－１－３
青森県 八戸市 薬王堂 八戸長根店 0178-43-1988 青森県八戸市大字売市字長根平５ －６
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 薬王堂 八戸尻内店 0178-23-5508 青森県八戸市大字尻内町字直田１ １－３
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 ハッピ－ドラッグ 類家中央店 0178-72-1175 青森県八戸市類家４－４１－５
青森県 八戸市 薬王堂 八戸田向店 0178-45-8900 青森県八戸市大字田向字間ノ田 ５１－１
青森県 八戸市 ハッピー・ドラッグ 小中野大町店 0178-71-2280 青森県八戸市小中野 ４－１－４７
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 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 ハッピー・ドラッグ下長店 0178-32-7883 青森県八戸市下長３ー１３ー７
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 薬王堂 八戸ニュータウン店 0178-23-3171 青森県八戸市西白山台４ー６ー１
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 八戸市 ハッピー・ドラッグ 根城店 0178-38-3266 青森県八戸市根城２ー２６ー２７
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 黒石市 メガドラッグ黒石店 0172-52-9887 青森県黒石市ちとせ３－２
青森県 黒石市 薬王堂 黒石富士見店 0172-52-2241 青森県黒石市富士見１１８
青森県 黒石市 スーパードラッグアサヒ 黒石富士見店 0172-55-5258 青森県黒石市富士見１０３ー３
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 エルム店 0173-33-6263 青森県五所川原市大字唐笠柳 字藤巻５１７ー１　エルムの街 ショッピングセンター内
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 ハッピー・ドラッグ 金木店 0173-54-1123 青森県五所川原市金木町沢部 ４５４－８
青森県 五所川原市 薬王堂 五所川原新宮店 0173-33-0890 青森県五所川原市幾世森 １７５－１
青森県 五所川原市 ハッピー・ドラッグ広田店 0173-26-5151 青森県五所川原市姥萢船橋 ２４２ー６
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 五所川原市 薬王堂 五所川原稲実店 0173-23-5281 青森県五所川原市大字稲実 字米崎２２ー３
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 ハッピ－ドラッグ 西金崎店 0176-21-4522 青森県十和田市大字三本木字西金 崎２１６－１
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 薬王堂 十和田東店 0176-25-8208 青森県十和田市東十三番町１８－ ３
青森県 十和田市 薬王堂 十和田元町店 0176-25-6370 青森県十和田市元町西５－１－７
青森県 十和田市 薬王堂 十和田稲吉店 0176-58-7718 青森県十和田市東十四番町 ４３ー８ー２
青森県 十和田市 サンドラッグ十和田東店 0176-21-3361 青森県十和田市東一番町 ４ー１３
青森県 十和田市 サンドラッグ十和田西店 0176-21-1161 青森県十和田市西二十三番町 ２９ー２０
青森県 三沢市 ハッピ－ドラッグ 松園町店 0176-50-1650 青森県三沢市松園町３－１－１
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 ハッピー・ドラッグ岡三沢店 0176-27-6625 青森県三沢市下久保１ー１ー３
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 ハッピ－・ドラッグ 苫生店 0175-33-3411 青森県むつ市新町４４－１１
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 ハッピー・ドラッグ むつ中央店 0175-28-3228 青森県むつ市旭町２－３０
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 ハッピー・ドラッグ とまぶモール店 0175-34-9160 青森県むつ市金曲１－２－４
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 むつ市 薬王堂 むつ下北店 0175-31-0765 青森県むつ市下北町２ー３４
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 つがる市 薬王堂 つがる柏店 0173-25-3322 青森県つがる市柏下古川花崎 １４２
青森県 つがる市 ハッピー・ドラッグ 木造店 0173-26-6880 青森県つがる市木造字浮巣 ５４－１
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 平川市 ハッピードラッグ 平賀店 0172-88-8755 青森県平川市本町平野１２ー９
青森県

西津軽郡鰺ヶ沢
町

ハッピードラッグ 鯵ヶ沢店 0173-82-1128 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸 町下富田５８－１
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 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 南津軽郡大鰐町 ハッピー・ドラッグ 大鰐店 0172-49-1040 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字 前田５－１
青森県 南津軽郡大鰐町 薬王堂 青森大鰐店 0172-55-8370 青森県南津軽郡大鰐町大字 蔵館字湯ノ沢２ー１
青森県 北津軽郡板柳町 サカエドラッグ 0172-73-5335 青森県北津軽郡 板柳町大字福野田字実田 ４５番地３
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 北津軽郡鶴田町 ハッピー・ドラッグ鶴田店 0173-26-5153 青森県北津軽郡鶴田町鶴田沖津 ４７ー１
青森県 北津軽郡中泊町 薬王堂 青森中泊店 0173-23-0212 青森県北津軽郡中泊町大字中里 字紅葉坂
青森県 上北郡野辺地町 薬王堂 青森野辺地店 0175-64-2003 青森県上北郡野辺地町字上前田７ －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 薬王堂 青森七戸店 0176-62-3344 青森県上北郡七戸町字笊田川久保 １８
青森県 上北郡七戸町 薬王堂 青森天間林店 0176-51-0231 青森県上北郡七戸町字森ノ上 １３０－４４
青森県 上北郡六戸町 薬王堂 六戸店 0176-55-3371 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬 字前谷地　２３
青森県 上北郡東北町 薬王堂 青森上北店 0176-56-4388 青森県上北郡東北町旭南 ２丁目３２４ー１
青森県 上北郡東北町 薬王堂 青森乙供店 0175-63-3552 青森県上北郡東北町字上笹橋 ３７ー８
青森県 上北郡六ヶ所村 薬王堂 青森六ヶ所店 0175-73-7140 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮 字家ノ前１ー９５
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

上北郡おいらせ
町

薬王堂 おいらせモール店 0176-57-5122 青森県上北郡おいらせ町緑ヶ丘一 丁目５０－２
青森県

上北郡おいらせ
町

ハッピー・ドラッグ おいらせ店 0178-20-0277 青森県上北郡おいらせ町 字牛込平　７２ー１
青森県

上北郡おいらせ
町

ハッピー・ドラッグ おいらせ青葉店 0176-58-0550 青森県上北郡おいらせ町青葉 ５ー５０ー１４８６
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 三戸郡三戸町 薬王堂 青森三戸店 0179-22-1422 青森県三戸郡三戸町 大字同心町字金堀２ー６
青森県 三戸郡五戸町 ハッピードラッグ 五戸店 0178-61-0255 青森県三戸郡五戸町中道８－１
青森県 三戸郡五戸町 薬王堂 青森五戸店 0178-62-3566 青森県三戸郡五戸町字下モ沢向 １３－３
青森県 三戸郡南部町 薬王堂 南部町店 0179-34-2227 青森県三戸郡南部町大字沖田面字 沖中
青森県 三戸郡南部町 薬王堂 青森名川店 0178-32-0655 青森県三戸郡南部町大字斗賀 字沼田６８
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

青森県 三戸郡階上町 薬王堂 青森階上店 0178-88-1266 青森県三戸郡階上町道仏 字耳ヶ吠６ー２６９

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 イオンスーパーセンター 盛岡渋民店 019-694-9211 岩手県盛岡市玉山区渋民字鶴飼 ２０番地１
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 薬王堂 三ツ割店 019-661-8220 岩手県盛岡市三ツ割５丁目 １８ー１
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 薬王堂 盛岡太田店 019-658-1033 岩手県盛岡市下太田谷地５６
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 薬王堂 盛岡名須川店 019-653-8668 岩手県盛岡市名須川町２７番 ３８号
岩手県 盛岡市 薬王堂 盛岡青山店 019-646-8807 岩手県盛岡市青山１丁目 １８ー１５
岩手県 盛岡市 薬王堂 本宮店 0196-35-1678 岩手県盛岡市本宮字林古４ー２５
岩手県 盛岡市 薬王堂 盛岡みたけ店 019-646-2781 岩手県盛岡市月が丘３丁目４０番 １０号
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 薬王堂 盛岡厨川店 019-643-3156 岩手県盛岡市厨川５丁目 １３番１号
岩手県 盛岡市 薬王堂 盛岡向中野店 019-636-3099 岩手県盛岡市向中野１丁目 １０ー３
岩手県 盛岡市 薬王堂 盛岡緑が丘店 019-661-9699 岩手県盛岡市緑が丘３ー１ー１０
岩手県 盛岡市 薬王堂 盛岡山王店 019-625-5899 岩手県盛岡市山王町１０ー６
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 ツルハドラッグ高田北店 0192-53-2268 岩手県陸前高田市竹駒町滝の里 １５ー１
岩手県 盛岡市 薬王堂 盛岡津志田店 019-639-7099 岩手県盛岡市津志田中央３丁目 １ー７
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 薬王堂 盛岡飯岡店 019-637-8399 岩手県盛岡市北飯岡４丁目６号
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 薬王堂 盛岡中野店 019-652-2899 岩手県盛岡市中野１丁目１６ー１
岩手県 盛岡市 ＤＣＭホーマック盛南店 019-631-1500 岩手県盛岡市向中野７丁目 １６ー７７
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 薬王堂 盛岡渋民店 019-683-2099 岩手県盛岡市玉山区渋民字渋民 ５７番１
岩手県 盛岡市 薬王堂 盛岡箱清水店 019-601-7265 岩手県盛岡市箱清水 １丁目２１番１２号
岩手県 盛岡市 薬マツモトキヨシ 盛岡駅ビルフェザン店 019-654-5388 岩手県盛岡市盛岡駅前通 １番４４号南館ＢＦ
岩手県 盛岡市 薬王堂 盛岡都南店 019-601-7091 岩手県盛岡市永井 ２０地割２４番８
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 盛岡市 サンデー 盛岡本宮店 019-635-3050 岩手県盛岡市本宮五丁目 １６番５３号
岩手県 宮古市 コスメティック　オグニ 0193-64-7325 岩手県宮古市小山田２ー２ー１ マリーンコープドラ内
岩手県 宮古市 薬王堂 小山田店 0193-64-3001 岩手県宮古市小山田２ー３ー４５
岩手県 宮古市 薬王堂 宮古宮町店 0193-63-8666 岩手県宮古市宮町１ー４ー１１
岩手県 宮古市 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 株式式会社　薬王堂 千徳店 0193-63-8900 岩手県宮古市上鼻２ー５ー６３
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 薬王堂 宮古西町店 0193-63-6399 岩手県宮古市田の神１丁目 ３ー１１
岩手県 宮古市 薬王堂 宮古磯鶏店 0193-64-4399 岩手県宮古市神林４５ー１０
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 パ―ル化粧品店 0192-27-5145 岩手県大船渡市盛町字町 １０ー１１
岩手県 大船渡市 薬王堂 大船渡店 0192-27-5300 岩手県大船渡市猪川町中井沢 １５番１
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 薬王堂 大船渡盛店 0192-26-2100 岩手県大船渡市盛町字館下５ー１
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 薬王堂 花巻松園店 0198-24-3103 岩手県花巻市松園町１ー５ー７
岩手県 花巻市 薬王堂 花巻南店 0198-24-7981 岩手県花巻市上根子字欠端 １５０ー１
岩手県 花巻市 薬王堂 花巻小舟渡店 0198-24-3044 岩手県花巻市上小舟渡３４ー２
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 薬王堂 花巻不動店 0198-22-6699 岩手県花巻市不動７２ー１
岩手県 花巻市 薬王堂 花巻石鳥谷店 0198-45-1499 岩手県花巻市石鳥谷町好地 第１５地割３５ー９
岩手県 花巻市 薬王堂 花巻東和店 0198-42-3990 岩手県花巻市東和町土沢６区 ２２８
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 薬王堂 江釣子店 0197-77-5130 岩手県北上市上江釣子第１６地割 ５１番１
岩手県 北上市 薬王堂 北上ショッピングプラザ店 0197-63-7171 岩手県北上市九年橋３丁目 １３ー７
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 薬王堂 村崎野店 0197-68-2666 岩手県北上市村崎野 １９ー１２８ー２
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 北上市 薬王堂 北上和賀店 0197-73-8399 岩手県北上市和賀町藤根 １７地割３６番１
岩手県 北上市 薬王堂　黒沢尻店 0197-65-5876 岩手県北上市黒沢尻１丁目 １３ー７
岩手県 北上市 薬王堂 北上常盤台店 0197-64-7299 岩手県北上市さくら通り ３丁目１０１
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 薬王堂 久慈店 0194-52-3553 岩手県久慈市旭町第９地割 １６ー１
岩手県 久慈市 薬王堂 久慈ＳＣ店 0194-53-0030 岩手県久慈市長内町３０地割 ５４ー２
岩手県 久慈市 スーパードラッグアサヒ 久慈店 0194-53-0600 岩手県久慈市長内町第３１地割 ５９
岩手県 久慈市 薬王堂 久慈川崎店 0194-52-1999 岩手県久慈市川崎町１１ー１８
岩手県 久慈市 薬王堂 岩手野田店 0194-62-1099 岩手県久慈市宇部町第３地割 ５５ー１
岩手県 遠野市 薬王堂 遠野店 0198-60-2550 岩手県遠野市松崎町白岩第 １８地割９４ー１
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 遠野市 薬王堂 遠野松崎店 0198-63-1099 岩手県遠野市松崎町白岩 第９地割３６番地８
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 薬王堂 三関店 0191-21-3233 岩手県一関市三関神田１７７ー１
岩手県 一関市 薬王堂 岩手川崎店 0191-43-2215 岩手県一関市川崎町薄衣字六反 １５４番
岩手県 一関市 薬王堂 一関花泉店 0191-82-1901 岩手県一関市花泉町金沢字水門 １５５
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 薬王堂 一関東山店 0191-47-4699 岩手県一関市東山町長坂字町 ２８８ー１
岩手県 一関市 薬王堂 一関藤沢店 0191-61-1932 岩手県一関市藤沢町新沼字石合 ２７番地１
岩手県 一関市 薬王堂 一関千厩店 0191-53-3211 岩手県一関市千厩町千厩字 古ヶ口３０ー４
岩手県 一関市 薬王堂 山目店 0191-25-6330 岩手県一関市山目字中野５２ー１
岩手県 一関市 薬王堂 一関大東店 0191-75-3299 岩手県一関市大東町摺沢字 荒屋敷３０ー７
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 薬王堂 花泉涌津店 0191-36-3100 岩手県一関市花泉町涌津 字上三ノ町１８番
岩手県 一関市 ツルハドラッグ一関山目店 0191-33-1268 岩手県一関市山目泥田８６番地１
岩手県 一関市 薬王堂 一関青葉店 0191-48-4901 岩手県一関市青葉 一丁目５番１１号



岩手県 一関市 ドラッグストアマツモトキヨシ 一関店 0191-26-5595 岩手県一関市山目字寺前２０番地
岩手県 陸前高田市 薬王堂 高田米崎店 0192-53-1599 岩手県陸前高田市米崎町字松峰 ５６
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 薬王堂 高田滝の里店 0192-55-5299 岩手県陸前高田市竹駒町 字滝の里１
岩手県 陸前高田市 イオンスーパーセンター 陸前高田店 0192-53-1580 岩手県陸前高田市米崎町字川崎 ２２６番地
岩手県 釜石市 イオンスーパーセンター 釜石店 0193-31-3150 岩手県釜石市港町二丁目１番１号
岩手県 釜石市 薬王堂 釜石店 0193-25-2303 岩手県釜石市野田町三丁目３番１
岩手県 釜石市 薬王堂 鵜住居店 0193-28-4441 岩手県釜石市鵜住居町２４地割 ４番１
岩手県 釜石市 薬王堂 釜石鈴子店 0193-22-8900 岩手県釜石市鈴子町１３番２号
岩手県 釜石市 薬王堂 釜石小佐野店 0193-23-1599 岩手県釜石市小佐野町４丁目 １ー４
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 ハッピー・ドラッグ 二戸店 0195-22-5580 岩手県二戸市福岡字長嶺５０ー７
岩手県 二戸市 薬王堂 二戸店 0195-23-1055 岩手県二戸市石切所字狼穴 ２１ー１
岩手県 二戸市 薬王堂 二戸福岡店 0195-43-3199 岩手県二戸市福岡字八幡下 ６９番３
岩手県 八幡平市 薬王堂 西根店 0195-76-5501 岩手県八幡平市大更第３５地割 ３２ー２
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 八幡平市 薬王堂 八幡平店 0195-70-1488 岩手県八幡平市大更 第１８地割８８番地１４
岩手県 八幡平市 薬王堂 西根平舘店 0195-68-7191 岩手県八幡平市平舘 第９地割１９７番
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 天下堂 0197-23-2426 岩手県奥州市水沢区横町 ２２５
岩手県 奥州市 薬王堂 水沢慶徳店 0197-24-0067 岩手県奥州市水沢区佐倉河字慶徳 ４６ー１
岩手県 奥州市 薬王堂 桜屋敷店 0197-22-5588 岩手県奥州市水沢区桜屋敷２８２
岩手県 奥州市 薬王堂 江刺店 0197-35-2102 岩手県奥州市江刺区岩谷堂字 南八日市１５ー１
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 薬王堂 ジーズ水沢店 0197-23-8870 岩手県奥州市水沢区佐倉河字矢中 ４２番
岩手県 奥州市 薬王堂 奥州胆沢店 0197-46-5899 岩手県奥州市胆沢区南都田 字宇南田１６９ー１
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 薬王堂 奥州前沢店 0197-56-5199 岩手県奥州市前沢区あすか通 ４ー１ー１
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 奥州市 薬王堂 水沢町屋敷店 0197-25-3677 岩手県奥州市水沢区真城町屋敷 ７９ー１
岩手県 奥州市 薬王堂 江刺愛宕店 0197-35-0103 岩手県奥州市江刺区愛宕字大畑 １５３ー１
岩手県 奥州市 薬王堂 水沢日高店 0197-47-4191 岩手県奥州市水沢区字谷地明円 ２７番地
岩手県 奥州市 薬王堂 江刺岩谷堂店 0197-34-1151 岩手県奥州市江刺区岩谷堂 字御所橋１番１
岩手県 奥州市 カワチ薬品 前沢店 0197-56-0150 岩手県奥州市前沢区向田 １丁目１８
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 滝沢市 薬王堂 岩手大釜店 019-684-1599 岩手県滝沢市大釜竹鼻１６３ー７
岩手県 滝沢市 薬王堂 牧野林店 019-687-2299 岩手県滝沢市牧野林２９１ー３
岩手県 滝沢市 薬王堂 滝沢巣子店 019-601-7691 岩手県滝沢市巣子７６１番２
岩手県 岩手郡葛巻町 薬王堂 岩手葛巻店 0195-66-4599 岩手県岩手郡葛巻町葛巻 第８割地６番１３号
岩手県 岩手郡岩手町 薬王堂 沼宮内店 0195-62-1777 岩手県岩手町大字五日市第１１地 割字上苗代沢１３２番１他
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 薬王堂 紫波店 019-672-6336 岩手県紫波郡紫波町桜町字大坪 ８８ー１
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 薬王堂 紫波日詰店 019-601-7811 岩手県紫波郡紫波町日詰字下丸森 ９０番地１
岩手県 紫波郡矢巾町 薬王堂 矢巾店 019-697-2573 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅 第７地割４４５
岩手県 紫波郡矢巾町 薬王堂 岩手矢巾ＳＣ店 019-697-9299 岩手県紫波郡矢巾町大字藤沢 第１地割５８番
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 上閉伊郡大槌町 薬王堂 岩手大槌店 0193-42-8399 岩手県上閉伊郡大槌町大槌 第２２地割２３
岩手県 下閉伊郡山田町 薬王堂 岩手山田店 0193-82-2500 岩手県下閉伊郡山田町境田町 １６番６
岩手県 下閉伊郡山田町 薬王堂 山田大沢店 0193-81-2499 岩手県下閉伊郡山田町大沢 第２地割３１ー１
岩手県 下閉伊郡岩泉町 薬王堂 岩手岩泉店 0194-22-2347 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字 三本松４２ー１１
岩手県 九戸郡軽米町 薬王堂 岩手軽米店 0195-48-1699 岩手県九戸郡軽米町大字上舘 第１５地割１４４ー２
岩手県 九戸郡九戸村 薬王堂 九戸店 0195-41-1199 岩手県九戸郡九戸村大字長興寺 第３地割９番
岩手県 九戸郡洋野町 薬王堂 岩手洋野店 0194-65-5199 岩手県九戸郡洋野町種市 第２３地割９１ー８

岩手県 二戸郡一戸町 薬王堂 一戸店 0195-33-4060 岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森 ５７番１

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 仙台中央通り店 022-268-1705 宮城県仙台市青葉区一番町 ３ー６ー４
宮城県 仙台市青葉区 ダルマ薬局 新台原店 022-272-7633 宮城県仙台市青葉区台原 １丁目７ー４０長崎屋１Ｆ
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 仙台中央通り店 022-216-5646 宮城県仙台市青葉区中央２丁目 ６番６号
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 サンドラッグ プラム仙台中央通り店（２階） 022-217-2818 宮城県仙台市青葉区中央 ２ー２ー２１　２階
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 ドラッグセイムス仙台宮町店 022-738-9123 宮城県仙台市青葉区宮町 １丁目１ー５９
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 薬マツモトキヨシ 仙台駅前店 022-212-2780 宮城県仙台市青葉区中央 ３ー６ー５
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 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 薬王堂 仙台愛子店 022-796-8975 宮城県仙台市青葉区上愛子 字車４３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 仙台市青葉区 ココカラファイン仙台イービーンズ店 022-224-8570 宮城県仙台市青葉区中央４丁目 １ー１　仙台イービーンズ１Ｆ
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 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 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　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 カワチ薬品 荒井駅前店 022-390-7370 宮城県仙台市若林区荒井東 １ー８ー１

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 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 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 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 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 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 仙台市太白区 ツルハドラッグ 仙台茂庭店 022-281-5268 宮城県仙台市太白区茂庭字御所川 ６２番

宮城県 仙台市太白区 ドラッグストアマツモトキヨシ アクロスプラザ富沢西店 022-307-6050 宮城県仙台市太白区富田字京ノ北 ８１ー１ （５５Ｂー５１Ｌ）

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 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 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 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 薬王堂 仙台泉根白石店 022-379-5290 宮城県仙台市泉区小角字宮 ９７ー１
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 薬王堂 仙台泉館店 022-725-7340 宮城県仙台市泉区館２丁目 １ー５６９
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 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 薬王堂 石巻末広店 0225-93-2272 宮城県石巻市末広町２ー６
宮城県 石巻市 薬王堂 石巻湊店 0225-93-2751 宮城県石巻市湊字大門崎 ２５０ー１
宮城県 石巻市 薬王堂 石巻蛇田店 0225-96-3323 宮城県石巻市蛇田字東道下 ７４ー１
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 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 石巻市 ツルハドラッグ 石巻のぞみ野店 0225-92-0268 宮城県石巻市のぞみ野二丁目 １番地６
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 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 薬王堂 気仙沼田中前店 0226-24-6261 宮城県気仙沼市田中前４ー１ー２
宮城県 気仙沼市 ドラッグセイムス　気仙沼店 0226-24-4193 宮城県気仙沼市字四反田 １５２番地
宮城県 気仙沼市 薬王堂 気仙沼階上店 0226-27-5027 宮城県気仙沼市波路上野田 １７４
宮城県 気仙沼市 ツルハドラッグ気仙沼東新城店 0226-21-5655 宮城県気仙沼市東新城 ２ー６ー５
宮城県 気仙沼市 薬王堂 気仙沼本吉店 0226-42-4088 宮城県気仙沼市本吉町津谷新明戸 ２１５番
宮城県 気仙沼市 薬王堂 気仙沼松川前店 0226-24-8118 宮城県気仙沼市松川前４７
宮城県 気仙沼市 薬王堂 気仙沼鹿折店 0226-48-5311 宮城県気仙沼市中みなと町 １番１０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 気仙沼市 カワチ薬品 気仙沼店 0226-23-4120 宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢 １２ー１
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 白石市 薬王堂 白石店 0224-26-6083 宮城県白石市大平森合字森合沖 ６６番地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 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 薬王堂 名取愛島店 022-395-4426 宮城県名取市愛島笠島字後谷地 ３４ー３
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 薬王堂 角田店 0224-63-1887 宮城県角田市角田字緑町 ２ー４
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 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 マツモトキヨシ 多賀城城南店 022-389-2978 宮城県多賀城市城南 ２ー１５ー４
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 岩沼市 薬王堂 岩沼ショッピングセンター店 0223-22-2660 宮城県岩沼市字大和１２９
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 薬王堂 佐沼店 0220-23-1141 宮城県登米市迫町佐沼字荻洗 ２丁目１２ー７



宮城県 登米市 薬王堂 登米加賀野店 0220-34-2815 宮城県登米市中田町石森字加賀野 ２丁目４ー１
宮城県 登米市 薬王堂 登米豊里店 0225-76-1156 宮城県登米市豊里町小口前１３７
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 薬王堂 登米中田店 0220-34-3306 宮城県登米市中田石森字蓮田 １８７番
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 薬王堂登米米山店 0220-55-5035 宮城県登米市米山町中津山字 筒場埣３１３番１
宮城県 登米市 薬王堂 登米南方店 0220-58-3621 宮城県登米市南方町西山成前 １１１番地
宮城県 栗原市 薬王堂 築館店 0228-22-2191 宮城県栗原市築館宮野中央三丁目 ２番地１１
宮城県 栗原市 薬王堂 志波姫店 0228-23-2278 宮城県栗原市志波姫南八樟 ４６０ー１
宮城県 栗原市 薬王堂 栗原栗駒店 0228-45-2622 宮城県栗原市栗駒岩ケ崎神南 ５５
宮城県 栗原市 薬王堂 栗原一迫店 0228-52-5335 宮城県栗原市一迫柳目字中田１
宮城県 栗原市 薬王堂 栗原若柳店 0228-32-5021 宮城県栗原市若柳字川北元町裏 １４ー１
宮城県 栗原市 薬王堂 宮城金成店 0228-42-2252 宮城県栗原市金成沢辺町沖 １５１ー１他
宮城県 栗原市 薬王堂 栗駒ＳＣ店 0228-49-3035 宮城県栗原市栗駒中野田町西 ２１５ー１
宮城県 栗原市 薬王堂 築館ＳＣ店 0228-24-7139 宮城県栗原市築館源光１４地内
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 薬王堂 東松島鳴瀬店 0225-24-6081 宮城県東松島市牛網字上四十八 ２９ー３他
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 薬王堂 城西店 0229-22-2623 宮城県大崎市古川城西１丁目 ７ー１５
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 薬王堂 竹ノ内店 0229-22-7752 宮城県大崎市古川字竹ノ内１５６
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 薬王堂 宮城岩出山店 0229-72-5611 宮城県大崎市岩出山下野目 字新雨沼２１
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 薬王堂 鹿島台店 0229-56-5767 宮城県大崎市鹿島台木間塚字 小谷地３４４ー１
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 薬王堂 古川稲葉店 0229-22-3211 宮城県大崎市古川北稲葉 １丁目１番６０号
宮城県 大崎市 薬王堂 大崎鳴子店 0229-82-3811 宮城県大崎市鳴子温泉字鷲ノ巣 ５４ー１
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 薬王堂 古川休塚店 0229-28-5671 宮城県大崎市古川休塚字南田 ４０－１
宮城県 大崎市 薬王堂大崎田尻店 0229-39-2377 宮城県大崎市田尻北牧目字新堀 ７８番地
宮城県 大崎市 薬王堂 大崎松山店 0229-55-5631 宮城県大崎市松山金谷字向田 １ー１
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 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 大崎市 ドラッグヤマザワ　白石北店 0224-25-3911 宮城県白石市福岡長袋字高畑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 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 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 サンドラッグ大河原フォルテ店 0224-51-5181 宮城県柴田郡大河原町字小島 ２ー１
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 柴田郡村田町 薬王堂 宮城村田店 0224-83-5105 宮城県柴田郡村田町村田字反町 ９４ー１
宮城県 柴田郡柴田町 薬王堂 柴田店 0224-54-2025 宮城県柴田郡柴田町大字船岡 字東原前２３５ー１
宮城県 柴田郡川崎町 薬王堂 宮城川崎店 0224-84-6301 宮城県柴田郡川崎町大字川内 字北川原山２３８ー５７
宮城県 伊具郡丸森町 薬王堂 宮城丸森店 0224-72-2882 宮城県伊具郡丸森町字花田３



宮城県 伊具郡丸森町 薬王堂 丸森舘矢間店 0224-87-8085 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山 字東玉川１１１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 薬王堂 宮城亘理店 0223-34-8909 宮城県亘理郡亘理町東郷 １９９ー１
宮城県 亘理郡山元町 ツルハドラッグ宮城山元店 0223-33-8268 宮城県亘理郡山元町山寺字石田 ４１ー１
宮城県 亘理郡山元町 薬王堂 山元ＳＣ店 0223-36-7901 宮城県亘理郡山元町つばめの杜 一丁目６番地
宮城県 宮城郡松島町 薬王堂 宮城松島店 022-353-3551 宮城県宮城郡松島町 高城字帰命院下一 １８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 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 宮城郡利府町 薬王堂 利府ＳＣ店 022-290-9775 宮城県宮城郡利府町利府字 新神明前３８番地
宮城県 黒川郡大和町 薬王堂 大和町店 022-345-8891 宮城県黒川郡大和町吉田字北要害 ７７街区Ｂー７Ｌ
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 黒川郡大和町 薬王堂 宮城大富店 022-348-7077 宮城県黒川郡大和町もみじヶ丘 ２丁目３４番１
宮城県 黒川郡大和町 ドラッグヤマザワ　吉岡店 022-344-1381 宮城県黒川郡大和町吉岡南第二 土地区画整理地内街区番号９３ 街区２０番ほか
宮城県 黒川郡大郷町 薬王堂 宮城大郷店 022-359-3155 宮城県黒川郡大郷町中村字屋敷 ６５ー１５
宮城県 加美郡加美町 薬王堂 中新田店 0229-63-2323 宮城県加美郡加美町字赤塚 ２２３ー１
宮城県 加美郡加美町 薬王堂 宮城加美店 0229-63-8551 宮城県加美郡加美町字大門８１
宮城県 加美郡加美町 薬王堂 加美小野田店 0229-67-7580 宮城県加美郡加美町字南野口１５
宮城県 遠田郡涌谷町 薬王堂 宮城涌谷店 0229-43-5332 宮城県遠田郡涌谷町六軒町裏 ６８ー２
宮城県 遠田郡美里町 薬王堂 小牛田店 0229-34-3045 宮城県遠田郡美里町北浦字中新田 １１ー１
宮城県 本吉郡南三陸町 薬王堂 宮城志津川店 0226-46-5523 宮城県本吉郡南三陸町御前下 １３番地１他

宮城県 本吉郡南三陸町 薬王堂 南三陸ＳＣ店 0226-25-8191 宮城県本吉郡南三陸町志津川 字天王前３２番地４７街区

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 スーパードラッグアサヒ 秋田広面店 018-887-3701 秋田県秋田市広面字近藤堰越 ４３ー１
秋田県 秋田市 薬マツモトキヨシ ＡＬＳ店 018-834-8288 秋田県秋田市中通７丁目２番１号 秋田駅ビルＡＬＳ店
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 スーパードラッグアサヒ 八橋店 018-863-8144 秋田県秋田市寺内蛭根 １ー３８１ー１
秋田県 秋田市 薬王堂 秋田茨島店 018-823-0085 秋田県秋田市卸町５ー６ー１
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 薬王堂 秋田土崎店 018-847-2181 秋田県秋田市土崎港北６丁目 ２ー１２
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 薬王堂 外旭川店 018-868-9666 秋田県秋田市外旭川字小谷地 ６４
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 薬マツモトキヨシ イオンモール秋田店 018-826-1140 秋田県秋田市御所野地蔵田 １ー１ー１
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 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 秋田市 薬王堂 秋田河辺店 018-827-5826 秋田県秋田市河辺北野田高屋 字上前田表４５番地１
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 ハッピ－・ドラッグ 能代店 0185-89-1133 秋田県能代市落合字上悪土１７２
秋田県 能代市 薬王堂 能代落合店 0185-54-5880 秋田県能代市落合字下前田１９３
秋田県 能代市 ハッピー・ドラッグ 能代南店 0185-89-5900 秋田県能代市字大瀬儘下９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 ハッピー・ドラッグ 能代北店 0185-74-6527 秋田県能代市落合字上前田１６９
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 薬王堂 横手店 0182-36-0020 秋田県横手市横手町字一ノ口 ５１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 薬王堂 十文字店 0182-42-5071 秋田県横手市十文字町佐賀会字 下沖田６１ー５
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 薬王堂 横手増田店 0182-45-4600 秋田県横手市増田町増田字 月山西２９ー１
秋田県 横手市 薬王堂 横手平鹿店 0182-24-3999 秋田県横手市平鹿町浅舞 字福田２２０ー１
秋田県 横手市 薬王堂 横手赤坂店 0182-36-7770 秋田県横手市赤坂字大道添３８
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 薬王堂 横手大雄店 0182-52-3675 秋田県横手市大雄字精兵村 ６ー１
秋田県 横手市 薬王堂 横手雄物川店 0182-23-5122 秋田県横手市雄物川町造山 字広田表１５番地の１
秋田県 大館市 いとく大館ショッピングセンター 0186-49-1717 秋田県大館市御成町 ３ー７１ー３２
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 薬王堂 大館店 0186-42-3388 秋田県大館市観音堂４２０
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 大館市 薬王堂 大館比内店 0186-57-8901 秋田県大館市比内町扇田字新長岡 ４４番地
秋田県 男鹿市 薬王堂 男鹿店 0185-35-5010 秋田県男鹿市船越字内子 ２５９ー１
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 薬王堂 湯沢稲川店 0183-42-5900 秋田県湯沢市川連町字大館 疣橋５７番
秋田県 湯沢市 薬王堂 湯沢雄勝店 0183-52-3125 秋田県湯沢市雄勝町小野８１
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 薬王堂 湯沢田町店 0183-56-6280 秋田県湯沢市田町
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 湯沢市 薬王堂 湯沢倉内店 0183-56-6812 秋田県湯沢市倉内字川原田 １７ー２
秋田県 鹿角市 ハッピー・ドラッグ 毛馬内店 0186-30-3399 秋田県鹿角市十和田毛馬内字 南陣場４２ー１
秋田県 鹿角市 薬王堂 鹿角花輪店 0186-22-4181 秋田県鹿角市花輪鉄砲１７ー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 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 薬王堂 由利本荘薬師堂店 0184-74-6291 秋田県由利本荘市薬師堂字谷地 ４５
秋田県 由利本荘市 薬王堂 由利本荘矢島店 0184-74-3701 秋田県由利本荘市矢島町城内 字築館１５９番地１
秋田県 由利本荘市 薬王堂 由利本荘大内店 0184-65-3707 秋田県由利本荘市岩谷町字西越 ９４番地３
秋田県 由利本荘市 薬王堂 由利本荘荒町店 0184-74-6146 秋田県由利本荘市荒町字真城 ２０番１
秋田県 由利本荘市 薬王堂 由利本荘西目店 0184-74-6297 秋田県由利本荘市西目町沼田 字新道下２ー５３８

秋田県 潟上市 ドラッグストアマツモトキヨシ メルシティ潟上店 018-854-8025 秋田県潟上市飯田川飯塚字上堤敷 ６９番１

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 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 薬王堂 大曲四ッ屋店 0187-63-7077 秋田県大仙市高関上郷字不動堂 １６７ー７
秋田県 大仙市 薬王堂 大曲飯田店 0187-62-1733 秋田県大仙市飯田字屋敷通 ７５ー１
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 薬王堂 大曲福田店 0187-63-9600 秋田県大仙市福田町 ２２ー２１ー４
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 薬王堂 北秋田鷹巣店 0186-67-6057 秋田県北秋田市鷹巣字西中岱 ４５ー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 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 薬王堂 秋田角館店 0187-42-8521 秋田県仙北市角館 第９地割１９７番

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 南秋田郡井川町 薬王堂 秋田井川店 018-874-2511 秋田県南秋田郡井川町浜井川字 荒田堰１６２
秋田県 仙北郡美郷町 薬王堂 秋田六郷店 0187-84-2010 秋田県仙北郡美郷町野中字中明子 １０６番

秋田県 雄勝郡羽後町 薬王堂 羽後店 0183-62-5411 秋田県雄勝郡羽後町字南西馬音内 ２０１

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 ツルハドラッグ 山形小白川店 023-615-1741 山形県山形市あこや町２丁目 １４番１１号
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 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 山形市 ドラッグヤマザワ　漆山店 023-674-0222 山形県山形市大字漆山 ２５７０ー１
山形県 米沢市 ツルハドラッグ 金池店 0238-26-7551 山形県米沢市金池５丁目８ー１８
山形県 米沢市 カワチ薬品 米沢店 0238-37-6971 山形県米沢市中田町１９９７ー１
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 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 米沢北店 0238-26-8860 山形県米沢市春日４丁目 ２番７９号
山形県 米沢市 薬王堂 米沢泉町店 0238-49-7066 山形県米沢市泉町 ２丁目２番２３号
山形県 米沢市 薬王堂 米沢東店 0238-40-1316 山形県米沢市東２丁目 １５８８ー５
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 薬王堂 鶴岡羽黒店 0235-62-4811 山形県鶴岡市羽黒町狩谷野目 字南川原４５６
山形県 鶴岡市 薬王堂 鶴岡藤島店 0235-64-8972 山形県鶴岡市藤島字四ッ割 １２４ー３
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 薬王堂 鶴岡大山店 0235-33-8337 山形県鶴岡市友江町２３番地１
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 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 コスメティック　モード 0234-43-6377 山形県酒田市緑ヶ丘 １丁目９ー５
山形県 酒田市 薬王堂 酒田八幡店 0234-64-3454 山形県酒田市法連寺字村前 ８６ー４
山形県 酒田市 薬王堂 酒田平田店 0234-28-8856 山形県酒田市飛鳥字八乙女 ３１番地の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 ツルハドラッグ 酒田光ケ丘店 0234-35-1268 山形県酒田市光ケ丘 ２丁目２番３３号
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 ドラッグストアマツモトキヨシ アクロスプラザ新庄店 0233-28-0204 山形県新庄市五日町字清水川 １２８６ー４

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 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 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 薬王堂 上山店 023-666-6216 山形県上山市河崎２丁目 ３番３９号
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 長井市 薬王堂 山形長井十日町店 0238-84-7422 山形県長井市十日町 ２丁目　１６ー１８
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 サンドラッグ天童老野森店 023-652-0601 山形県天童市大字老野森４０４番
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 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 天童市 ツルハドラッグ天童久野本店 0236-52-2268 山形県天童市北久野本 一丁目７番２４号
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 薬王堂 山形村山店 0237-55-8301 山形県東根市温泉町３丁目 １４番６号
山形県 東根市 薬王堂 山形東根店 0237-42-0014 山形県東根市中央１丁目 ９番２５号
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 尾花沢市 薬王堂 尾花沢店 0237-22-3551 山形県尾花沢市上町３丁目 ３番１６号
山形県 尾花沢市 薬王堂 山形大石田店 0237-53-1261 山形県尾花沢市大字尾花沢字 下新田１３８０番地４
山形県 南陽市 ガルドドラッグ 南陽店 0238-59-4031 山形県南陽市宮内字八幡田一 ５９１番地１
山形県 南陽市 薬王堂 山形南陽店 0238-40-1556 山形県南陽市蒲生田 １４８６番１
山形県 南陽市 薬王堂 南陽赤湯店 0238-40-1037 山形県南陽市赤湯川尻 ３０４４ー１
山形県 東村山郡中山町 薬王堂 山形中山店 023-662-5788 山形県東村山郡中山町大字長崎 ５９８
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 薬王堂 山形河北店 0237-73-4238 山形県西村山郡河北町谷地 字月山堂３８３
山形県 西村山郡西川町 薬王堂 山形西川店 0237-85-1173 山形県西村山郡西川町大字 睦合丙１５６ー１
山形県 西村山郡朝日町 薬王堂 山形朝日店 0237-67-7337 山形県西村山郡朝日町大字新宿 １００３ー１
山形県 最上郡最上町 薬王堂 山形最上店 0233-43-2063 山形県最上郡最上町大字向町字 町浦８ー７
山形県 最上郡真室川町 薬王堂 山形真室川店 0233-62-2099 山形県最上郡真室川町大字新町 字天神４０８ー１
山形県 東置賜郡高畠町 薬王堂 山形高畠店 0238-51-1168 山形県東置賜郡高畠町大字高畠 字中江５４７
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 ココカラファイン 小国店 0238-61-0214 山形県西置賜郡小国町小国小坂町 ３ー５８
山形県 西置賜郡白鷹町 薬王堂 山形白鷹店 0238-85-5655 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥乙 ７３８ー１１
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 イオン福島店 024-558-3000 福島県福島市南矢野目字西荒田 ５０ー１７
福島県 福島市 ハシドラッグ 八木田店 024-546-2565 福島県福島市八木田字並柳 １６１の２
福島県 福島市 ハシドラッグ 西店 024-557-5473 福島県福島市野田町字上谷地９
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 ハシドラッグ 腰浜店 024-536-9300 福島県福島市腰浜町１４ー４
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 ハシドラッグ 北店 024-555-3838 福島県福島市笹谷字片目清水 １１ー３
福島県 福島市 薬マツモトキヨシ エスパル福島店 024-521-2828 福島県福島市栄町１ー１
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 ハシドラッグ 信陵店 024-555-1184 福島県福島市笹谷字出水頭１ー７
福島県 福島市 ウエルシア 福島飯坂店 024-542-4411 福島県福島市飯坂町字月崎町 １２ー４
福島県 福島市 ハシドラッグ 福島南店 024-544-1284 福島県福島市太平寺字児子塚 ５２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 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 ハシドラッグ 福島中央店 024-525-2778 福島県福島市西中央２丁目８番地
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 ハシドラッグ 荒井店 024-594-2858 福島県福島市荒井北 ３丁目１２ー５



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 ツルハドラッグ会津七日町店 0242-37-7525 福島県会津若松市七日町４０４外
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 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 まるみ商会　化粧品部 024-932-8165 福島県郡山市亀田１の４８の２７
福島県 郡山市 ドラッグセイムス大槻店 0249-61-6991 福島県郡山市大槻町池上西４ー２
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 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 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　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菜根店 024-927-0570 福島県郡山市字菜根屋敷 ４１７
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 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 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 郡山市 ドラッグセイムス郡山愛宕店 024-983-1075 福島県郡山市愛宕町４ー２
福島県 郡山市 カワチ薬品 郡山桑野店 024-934-2480 福島県郡山市桑野１丁目６ー１０
福島県 郡山市 ツルハドラッグ 富久山福原店 024-995-3021 福島県郡山市富久山町福原 字陣場１９３ー２
福島県 郡山市 ツルハドラッグ 郡山守山店 024-965-0268 福島県郡山市田村町守山 字御殿河原１１７ー１
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 ＭＥＧＡドン・キホーテ　いわき店 0246-29-2111 福島県いわき市中央台飯野 ４の１の１



福島県 いわき市 くすりのマルト 中岡店 0246-63-1417 福島県いわき市中岡町 ６ー９ー１２
福島県 いわき市 くすりのマルト 君ヶ塚店 0246-54-9991 福島県いわき市小名浜大原字 北君ヶ塚１７１ー１
福島県 いわき市 くすりのマルト ニュータウン店 0246-28-6611 福島県いわき市中央台 飯野１丁目３５の１
福島県 いわき市 くすりのマルト 好間店 0246-36-5300 福島県いわき市好間町中好間 字田中６番地
福島県 いわき市 くすりのマルト 四倉店 0246-32-3610 福島県いわき市四倉町字鬼越 １３８ー４
福島県 いわき市 くすりのマルト 泉店 0246-75-0122 福島県いわき市泉町滝尻 字定の田２５０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 くすりのマルト 草野店 0246-57-1572 福島県いわき市平下神谷字仲田 ８５
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 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　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 くすりのマルト 健康の森窪田店 0246-64-7130 福島県いわき市勿来町窪田十条 ３ー１ー３
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 カワチ薬品 上荒川店 0246-24-0856 福島県いわき市平上荒川堀の内１
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 サンデー サンデーホームセンターいわき泉店 0246-75-1103 福島県いわき市泉町下川 字薬師前８４番地

福島県 いわき市 くすりのマルト 健康の森平窪店 0246-85-0361 福島県いわき市平下平窪字 四左エ門内３０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 ベイシア白河モ－ル店 0248-27-4411 福島県白河市新白河字老久保２８
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 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 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 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 喜多方西店 0241-21-2680 福島県喜多方市字押切南 ２丁目４９
福島県 喜多方市 ウエルシア 喜多方常盤台店 0241-21-1050 福島県喜多方市常盤台４７ー１
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 喜多方市 ツルハドラッグ 喜多方塩川店 0241-28-1268 福島県喜多方市塩川町字東栄町 五丁目６番３
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 相馬桜ヶ丘店 0244-37-2268 福島県相馬市中村字桜ヶ丘 １３０番
福島県 二本松市 ハシドラッグ 安達店 0243-61-3115 福島県二本松市油井字腰巻７
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 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 ハシドラッグ 船引店 0247-81-2384 福島県田村市船引町東部台四丁目 ３４番地
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 伊達市 岩井屋 024-586-1079 福島県伊達市霊山町掛田北町１
福島県 伊達市 ハシドラッグ 保原店 024-575-0355 福島県伊達市保原町字栄町 ３８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 伊達掛田店 024-564-2873 福島県伊達市霊山町掛田字荒井 ３３ー１
福島県 伊達市 ウエルシア 福島新梁川店 024-577-5532 福島県伊達市梁川町広瀬町 ４３番地
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 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 ウエルシア 福島本宮店 0243-63-1620 福島県本宮市本宮字 舘町１９４
福島県 伊達郡桑折町 ウエルシア 伊達桑折店 024-581-2136 福島県伊達郡桑折町北町 ５０ー１
福島県 伊達郡国見町 ハシドラッグ 国見店 024-529-2184 福島県伊達郡国見町大字藤田字 中沢４ー１
福島県 岩瀬郡鏡石町 イオンスーパーセンター 鏡石店 0248-92-3080 福島県岩瀬郡鏡石町桜岡 ３７５ー９
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 耶麻郡西会津町 ウエルシア　西会津店 0241-48-1621 福島県耶麻郡西会津町野沢 字原町６１１番地
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 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
河沼郡会津坂下
町

ウエルシア 会津坂下東店 0242-83-7866 福島県河沼郡会津坂下町字 小川原９４５

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 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 東白川郡棚倉町 カワチ薬品 棚倉店 0247-33-0701 福島県東白川郡棚倉町下山本 字愛宕平６
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 カワチ薬品 石川店 0247-26-2880 福島県石川郡石川町大字双里 ４３ー２
福島県 石川郡浅川町 ツルハドラッグ 浅川店 0247-38-1268 福島県石川郡浅川町大字 浅川字月斉陣場１番地の３
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 ウエルシア 福島小野店 0247-71-1416 福島県田村郡小野町大字小野新町 字品ノ木１ー１

（以上）


