
都道府県 市区町村 店名 電話番号 住所

愛媛 愛南町 ドラッグセイムス愛南御荘店 0895-73-2424 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城　３７２５ー１

愛媛 愛南町 レデイ薬局　Ｌ愛南店 0895-70-1250 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城　３９３６ー１
愛媛 伊予市 ＤＣＭダイキ伊予店 089-983-2321 愛媛県伊予市下吾川１０２４ー１
愛媛 伊予市 レデイ薬局　くすりのレデイフジ伊予店 089-983-2395 愛媛県伊予市米湊字安広　７２８ー３
愛媛 宇和島市 ＤＣＭダイキ宇和島南店 0895-20-3360 愛媛県宇和島市保田字宮ノ段甲　６７８
愛媛 宇和島市 ディスカウントドラッグコスモス　宇和島北店 0895-20-0150 愛媛県宇和島市伊吹町甲　１４１０ー７
愛媛 宇和島市 ドラッグセイムス　宇和島津島店 0895-32-5880 愛媛県宇和島市津島町高田字得寿　５７４
愛媛 宇和島市 ドラッグセイムス　宇和島弁天町店 0895-20-1517 愛媛県宇和島市弁天町３丁目　７番２号
愛媛 宇和島市 ドラッグセイムス宇和島新町店 0895-25-5665 愛媛県宇和島市新町１ー４ー１３
愛媛 宇和島市 ドラッグセイムス宇和島和霊店 0895-20-1222 愛媛県宇和島市和霊町１２１１
愛媛 宇和島市 ヤマダ電機　テックランド宇和島店 0895-20-3377 愛媛県宇和島市祝森甲　１６１９ー１
愛媛 宇和島市 レデイ薬局　ＬＧ北宇和島店 0895-26-2339 愛媛県宇和島市伊吹町字上井関甲　１５１７ー１
愛媛 鬼北町 ドラッグセイムス　鬼北広見店 0895-45-3457 愛媛県北宇和郡鬼北町近永大字芝　４１ー１
愛媛 今治市 ＤＣＭダイキ喜田村店 0898-47-5010 愛媛県今治市喜田村３丁目２ー１
愛媛 今治市 ＤＣＭダイキ近見店 0898-25-2345 愛媛県今治市大新田町５丁目　４ー４５
愛媛 今治市 Ｄセイムス　今治ワールドプラザ店 0898-47-6026 愛媛県今治市東村１丁目　１４番２号
愛媛 今治市 イオンスタイル今治新都市店 0898-34-6100 愛媛県今治市にぎわい広場　１番地１
愛媛 今治市 ザグザグ　イオン今治店 0898-34-8039 愛媛県今治市馬越町４丁目８ー１
愛媛 今治市 ザグザグ伯方店 0897-74-9700 愛媛県今治市伯方町叶浦甲　１６６６ー１
愛媛 今治市 スーパードラッグひまわり　中寺店 0898-35-4500 愛媛県今治市中寺９６１番地１
愛媛 今治市 ディスカウントドラッグコスモス　今治阿方店 0898-33-8156 愛媛県今治市阿方甲５０４ー１
愛媛 今治市 ディスカウントドラッグコスモス　北日吉店 0898-33-7880 愛媛県今治市北日吉町　３丁目５ー５１
愛媛 今治市 ドラッグストアmac今治別宮店 0898-33-7255 愛媛県今治市別宮町７丁目　１番１９号
愛媛 今治市 ドラッグストアmac今治立花店 0898-33-3434 愛媛県今治市郷本町１ー３ー５２
愛媛 今治市 ドラッグストアmac大西店 0898-53-0202 愛媛県今治市大西町宮脇甲　１３９
愛媛 今治市 ドラッグストアモリ　今治店 0898-55-8875 愛媛県今治市南高下町　１丁目４番１７号
愛媛 今治市 レデイ薬局　Ｌ阿方店 0898-34-3655 愛媛県今治市阿方３７１ー２

【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31日時点で集計した、「エルシア プラチナム」 取扱店舗の一覧です。 
 

●品揃えは店舗によって異なります。 
 

●店頭在庫を確約するものではございません。 
 

●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。 

                                                         ご理解を賜りますよう、何卒宜しくお願いいたします。 



愛媛 今治市 レデイ薬局　Ｌ近見店 0898-34-0500 愛媛県今治市近見町２ー３２ー１
愛媛 今治市 レデイ薬局　Ｌ今治中央店 0898-33-3719 愛媛県今治市旭町３ー２ー９
愛媛 今治市 レデイ薬局　Ｌ松木店 0898-47-2770 愛媛県今治市松木字一寸田　３９ー１
愛媛 今治市 レデイ薬局　Ｌ大島店 0897-74-0331 愛媛県今治市吉海町八幡　１９８ー１
愛媛 今治市 レデイ薬局　Ｍ２１グラン今治店 0898-34-1461 愛媛県今治市東門町５ー１３ー１
愛媛 今治市 レデイ薬局　くすりのレデイＬ南鳥生店 0898-25-7621 愛媛県今治市南鳥生町　四丁目２番３３号
愛媛 今治市 レデイ薬局　くすりのレデイ今治衣干店 0898-34-8500 愛媛県今治市衣干町４ー３ー３０
愛媛 四国中央市 イオン川之江店 0896-59-1600 愛媛県四国中央市妻鳥町字　上樋ノ上１７９５ー１
愛媛 四国中央市 ディスカウントドラッグコスモス　コスモス四国中央店 0896-59-1151 愛媛県四国中央市川之江町　２５３ー１
愛媛 四国中央市 ドラッグストアmac川之江店 0896-59-5060 愛媛県四国中央市金生町下分　１５０８ー１
愛媛 四国中央市 ドラッグストアmac中之庄店 0896-28-8585 愛媛県四国中央市中之庄町　５７３ー１８
愛媛 四国中央市 ドラッグストアmac土居店 0896-75-1133 愛媛県四国中央市土居町入野　６７１

愛媛 四国中央市 ドラッグストアマツモトキヨシ　ハローズ川之江店 0896-56-8825
愛媛県四国中央市川之江町　１９５番１
ハローズ川之江モール内

愛媛 四国中央市 ドラッグストアモリ妻鳥店 0896-22-3838 愛媛県四国中央市妻鳥町　５１５番地
愛媛 四国中央市 レデイ薬局　Ｌ四国中央店 0896-28-1055 愛媛県四国中央市下柏町７１１
愛媛 四国中央市 レデイ薬局　Ｌ川之江店 0896-56-3636 愛媛県四国中央市妻鳥町２１０
愛媛 四国中央市 レデイ薬局　くすりのレデイＬ三島店 0896-28-1175 愛媛県四国中央市三島中央　１丁目１番１５号
愛媛 松山市 ＤＣＭダイキ垣生店 089-965-1718 愛媛県松山市西垣生町２３４番地
愛媛 松山市 ＤＣＭダイキ竹原店 089-946-0555 愛媛県松山市竹原３ー２０ー１８
愛媛 松山市 ＤＣＭダイキ美沢店 089-926-1222 愛媛県松山市美沢１ー９ー３３
愛媛 松山市 ＤＣＭダイキ平田店 089-994-6300 愛媛県松山市平田町１４３７
愛媛 松山市 イオン松山店 0899-46-9300 愛媛県松山市天山町２７３
愛媛 松山市 くすりのレデイ　Ｌ古川店 089-905-3070 愛媛県松山市古川北　一丁目２５番１４号
愛媛 松山市 くすりのレデイ　Ｌ北条店 089-960-2122 愛媛県松山市土手内１０４番１
愛媛 松山市 ココカラファイン　銀天街店 089-986-6656 愛媛県松山市湊町４ー１０ー７
愛媛 松山市 コスモス薬品　竹原店 089-913-6060 愛媛県松山市竹原３ー１７ー３１
愛媛 松山市 しらさぎ薬局　別府店 089-967-8075 愛媛県松山市山西町７９６ー１
愛媛 松山市 しらさぎ薬局　問屋町店 089-946-5699 愛媛県松山市問屋町１ー１７
愛媛 松山市 ドラッグストアmac鴨川店 089-911-8822 愛媛県松山市鴨川一丁目　７ー１２
愛媛 松山市 ドラッグストアmac久米店 089-958-7755 愛媛県松山市来住町１４４８
愛媛 松山市 ドラッグストアmac古川店 089-958-8801 愛媛県松山市古川西２ー８ー３５
愛媛 松山市 ドラッグストアmac山越店 089-917-7733 愛媛県松山市山越６ー７ー３４
愛媛 松山市 ドラッグストアmac鷹の子店 089-955-7707 愛媛県松山市鷹子町６８２番地２
愛媛 松山市 ドラッグストアmac畑寺店 089-955-6282 愛媛県松山市畑寺４ー１３ー１９
愛媛 松山市 ドラッグストアmac富久店 089-968-7799 愛媛県松山市富久町４３０ー２
愛媛 松山市 ドラッグセイムス　松山インター店 089-969-1115 愛媛県松山市北土居２丁目　１４番２０号
愛媛 松山市 ドラッグセイムス　松山三津店 089-968-3380 愛媛県松山市会津町７ー７
愛媛 松山市 ドラッグセイムス　松山中央店 089-925-6010 愛媛県松山市中央１丁目　１０ー１８



愛媛 松山市 ドラッグセガミ　ジョウプラ店 089-915-3322 愛媛県松山市朝生田町　５ー１ー２５
愛媛 松山市 マック久万ノ台店 089-926-7755 愛媛県松山市久万ノ台４８０版
愛媛 松山市 レデイ薬局　Ｌ井門店 089-958-1221 愛媛県松山市井門町４５４ー１
愛媛 松山市 レデイ薬局　Ｌ高岡店 089-974-8133 愛媛県松山市高岡町３９ー２
愛媛 松山市 レデイ薬局　Ｌ三津店 089-911-6700 愛媛県松山市高山町　７ー３
愛媛 松山市 レデイ薬局　Ｌ山西店 089-952-0036 愛媛県松山市山西町９８７ー２
愛媛 松山市 レデイ薬局　Ｌ鷹子店 089-970-3777 愛媛県松山市久米窪田町　８３５ー７
愛媛 松山市 レデイ薬局　Ｌ竹原店 089-915-3233 愛媛県松山市湊町　８ー１１０ー１
愛媛 松山市 レデイ薬局　Ｌ潮見店 089-978-3883 愛媛県松山市谷町甲１２４ー２
愛媛 松山市 レデイ薬局　Ｌ道後石手店 089-977-9888 愛媛県松山市新石手１０１ー１
愛媛 松山市 レデイ薬局　Ｌ道後緑台店 089-911-1770 愛媛県松山市道後緑台　４ー７
愛媛 松山市 レデイ薬局　Ｌ南久米店 089-975-0022 愛媛県松山市南久米町　５３８番地１
愛媛 松山市 レデイ薬局　Ｌ湊町店 089-933-3330 愛媛県松山市湊町４ー７ー２０
愛媛 松山市 レデイ薬局　Ｌ和泉店 089-957-7600 愛媛県松山市和泉南２ー２ー１３
愛媛 松山市 レデイ薬局　くすりのレデイＬ松末店 089-947-9886 愛媛県松山市松末　１丁目６ー１０
愛媛 松山市 レデイ薬局　くすりのレデイ新空港通り店 089-917-8101 愛媛県松山市南江戸町　４丁目３番３７号
愛媛 松山市 友岡薬局平井店 089-975-4688 愛媛県松山市平井町甲２３５１
愛媛 松前町 ＤＣＭダイキ松前店 089-994-6070 愛媛県伊予郡松前町筒井８５０番
愛媛 松前町 レデイ薬局　Ｌ松前店 089-985-2552 愛媛県伊予郡松前町筒井　８５０番地
愛媛 新居浜市 ＤＣＭダイキ新居浜店 0897-40-1760 愛媛県新居浜市瀬戸町甲４１０１
愛媛 新居浜市 イオン新居浜店 0897-36-4570 愛媛県新居浜市前田町８ー８
愛媛 新居浜市 くすりのレデイ　Ｌ中萩店 0897-47-4280 愛媛県新居浜市本郷三丁目　５番１５号
愛媛 新居浜市 ザグザグ松神子店 0897-67-1139 愛媛県新居浜市松神子　３ー２ー１８
愛媛 新居浜市 ドラッグストアmac元塚店 0897-32-2121 愛媛県新居浜市若水町　２ー２ー３２
愛媛 新居浜市 ドラッグストアmac西の土居店 0897-65-3345 愛媛県新居浜市西の土居町　１ー８ー３
愛媛 新居浜市 ドラッグストアmac沢津店 0897-32-1115 愛媛県新居浜市南小松原町　１１ー３７
愛媛 新居浜市 ドラッグセイムス新居浜垣生店 0897-46-6012 愛媛県新居浜市垣生１丁目　１３番１０号
愛媛 新居浜市 マック松原店 0897-40-2288 愛媛県新居浜市松原町　６丁目３８番
愛媛 新居浜市 マック川東店 0897-47-1333 愛媛県新居浜市宇高町　１丁目２ー４０
愛媛 新居浜市 レデイ薬局　Ｌ新居浜前田店 0897-31-1811 愛媛県新居浜市前田町２番２号
愛媛 新居浜市 レデイ薬局　Ｌ新居浜中央店 0897-43-1320 愛媛県新居浜市寿町１１番４８号
愛媛 新居浜市 レデイ薬局　くすりのレデイ庄内店 0897-65-1771 愛媛県新居浜市庄内町４丁目　７ー３３
愛媛 新居浜市 レデイ薬局　くすりのレデイ新居浜店 0897-31-2131 愛媛県新居浜市新須賀町　２ー１０ー７　フジＧ新居浜別棟
愛媛 西条市 ＤＣＭダイキ周桑店 0898-68-3100 愛媛県西条市周布７５０ー１
愛媛 西条市 ＤＣＭダイキ西条店 0897-58-2050 愛媛県西条市朔日市７９６ー１
愛媛 西条市 ザグザグ西条大町店 0897-52-1121 愛媛県西条市大町３２３ー１
愛媛 西条市 ディスカウントドラッグコスモス　丹原店 0898-76-2027 愛媛県西条市丹原町願連寺　２２３ー１
愛媛 西条市 ドラッグストアmac横黒店 0897-52-1878 愛媛県西条市大町御船川５３５
愛媛 西条市 ドラッグストアmac喜多川店 0897-52-0331 愛媛県西条市喜多川３７２ー１



愛媛 西条市 ドラッグストアmac朔日市店 0897-52-1810 愛媛県西条市朔日市３１０ー３
愛媛 西条市 ドラッグストアmac東予店 0898-65-4422 愛媛県西条市北条１５９４
愛媛 西条市 ドラッグストアモリついたち店 0897-47-5088 愛媛県西条市朔日市３２４番地
愛媛 西条市 パワー　西条店 0897-58-5120 愛媛県西条市飯岡２２０９番地
愛媛 西条市 マック氷見店 0897-57-7811 愛媛県西条市氷見乙１１８３
愛媛 西条市 マルナカ　東予店 0898-76-2205 愛媛県西条市周布１９１
愛媛 西条市 ヤマダ電機　テックランド西条店 0898-68-8011 愛媛県西条市周布１６５６ー１
愛媛 西条市 レデイ薬局　Ｌ西条大町店 0897-52-5353 愛媛県西条市大町５１４ー１
愛媛 西条市 レデイ薬局　くすりのレデイ東予インター店 0898-76-8320 愛媛県西条市周布７１５番地１
愛媛 西予市 ドラッグセイムス西予野村店 0894-72-3707 愛媛県西予市野村町野村　１０号５０３ー１
愛媛 西予市 レデイ薬局　Ｌ宇和店 0894-62-6811 愛媛県西予市宇和町卯之町　４丁目５９２番地１
愛媛 大洲市 コスモス薬品　伊予大洲店 0893-59-4155 愛媛県大洲市東若宮１８ー２
愛媛 大洲市 ドラッグセイムス西大洲店 0893-24-1055 愛媛県大洲市西大洲ヤマベ甲　９５１
愛媛 大洲市 ドラッグセイムス東大洲店 0893-25-1114 愛媛県大洲市東大洲１０５４
愛媛 大洲市 マルナカ　大洲店 0893-59-0355 愛媛県大洲市若宮１１１６ー１
愛媛 大洲市 ヤマダ電機　テックランド大洲店 0893-50-5933 愛媛県大洲市徳森３１８ー１
愛媛 大洲市 レデイ薬局　Ｌ大洲店 0893-59-1882 愛媛県大洲市若宮５５８ー１
愛媛 砥部町 ドラッグストアmac砥部店 089-956-6900 愛媛県伊予郡砥部町拾町２０番地
愛媛 東温市 くすりのレデイ　見奈良店 089-990-7170 愛媛県東温市見奈良１１２５
愛媛 東温市 ドラッグセイムス東温南方店 089-955-8855 愛媛県東温市南方４６５番地１
愛媛 東温市 レデイ薬局　くすりのレデイグラン重信店 089-964-4121 愛媛県東温市野田３ー１ー１３
愛媛 内子町 レデイ薬局　Ｌ内子店 0893-59-2320 愛媛県喜多郡内子町内子１４８６
愛媛 八幡浜市 ドラッグストアmac保内店 0894-29-4455 愛媛県八幡市保内町宮内　１ー耕地３１２
愛媛 八幡浜市 ドラッグセイムス八幡浜江戸岡店 0894-24-3273 愛媛県八幡浜市江戸岡１ー４ー２
愛媛 八幡浜市 ドラッグセイムス八幡浜保内店 0894-36-0010 愛媛県八幡浜市保内町宮内　１番耕地３２６ー１
愛媛 八幡浜市 レデイ薬局　Ｌ松柏店 0894-29-1566 愛媛県八幡浜市松柏乙９８６ー１
岡山 井原市 ザグザグ　井原笹賀店 0866-65-0086 岡山県井原市笹賀町２９ー１
岡山 井原市 スーパードラッグひまわり井原店 0866-67-9728 岡山県井原市下出部町　１ー３２ー２
岡山 笠岡市 ザグザグ　笠岡番町店 0865-62-0700 岡山県笠岡市富岡　４７７－３７
岡山 笠岡市 ザグザグ　笠岡美の浜店 0865-69-7811 岡山県笠岡市緑町５ー５
岡山 笠岡市 ザグザグ　笠岡富岡店 08656-7-3346 岡山県笠岡市富岡　１０ー２６２ー１
岡山 笠岡市 スーパードラッグひまわり笠岡店 0865-69-7505 岡山県笠岡市富岡２３５番地
岡山 笠岡市 山陽マルナカ　笠岡店 0865-69-2552 岡山県笠岡市笠岡２３８８
岡山 鏡野町 ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ－５　鏡野店２部門 0868-54-5811 岡山県苫田郡鏡野町布原　１３６
岡山 玉野市 ザグザグ　宇野店 0863-33-6121 岡山県玉野市宇野２ー７９６ー２
岡山 玉野市 ザグザグ　高崎店 0863-73-5121 岡山県玉野市東高崎　２５ー１４９
岡山 玉野市 ザグザグ　長尾店 0863-73-5539 岡山県玉野市長尾６１３ー１
岡山 玉野市 スーパードラッグひまわり玉野店 0863-33-5686 岡山県玉野市宇野１ー２２ー１４
岡山 玉野市 ディスカウントドラッグコスモス　荘内店 086-371-5560 岡山県玉野市長尾３４５



岡山 玉野市 ドラッグセイムス　玉野和田店 0863-83-9812 岡山県玉野市和田５ー８２３ー１
岡山 玉野市 山陽マルナカ　宇野店 0863-33-6611 岡山県玉野市築港５丁目　５番２号
岡山 高梁市 イズミ　ゆめタウン高梁店 0866-22-7700 岡山県高梁市落合町阿部１７００
岡山 高梁市 ザグザグ　落合店 0866-22-6919 岡山県高梁市落合町阿部　１６９７ー１
岡山 勝央町 ザグザグ　勝央店 0868-38-0305 岡山県勝田郡勝央町勝間田　７６７ー１
岡山 新見市 ザグザグ　新見高尾店 0867-71-3300 岡山県新見市高尾２４７７ー７
岡山 新見市 ザグザグ　新見店 0867-71-2550 岡山県新見市正田橋ノ本４７８
岡山 新見市 ディスカウントドラッグコスモス　新見店 086-771-5500 岡山県新見市正田３１９ー１
岡山 真庭市 イズミ　ゆめタウン久世店 0867-42-6201 岡山県真庭市惣１７０
岡山 真庭市 ザグザグ　久世店 0867-53-0835 岡山県真庭市惣１８０ー１
岡山 真庭市 ザグザグ真庭垂水店 0867-52-7300 岡山県真庭市落合垂水字妙見　４２５ー１
岡山 真庭市 スーパードラッグひまわり久世店 0867-42-7450 岡山県真庭市久世２２６４ー１
岡山 真庭市 ディスカウントドラッグコスモス　落合店 0867-52-7272 岡山県真庭市開田３３６ー４
岡山 瀬戸内市 イズミ　ゆめタウン邑久店 0869-24-1900 岡山県瀬戸内市邑久町尾張　２６８
岡山 瀬戸内市 ゴダイドラッグ　牛窓店 0869-34-6255 岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓　４５３７番
岡山 瀬戸内市 ザグザグ　新邑久店 0869-22-5266 岡山県瀬戸内市邑久町豊原　８６ー１
岡山 瀬戸内市 ザグザグ　長船店 0869-66-0201 岡山県瀬戸内市長船町服部　３８７ー１
岡山 赤磐市 Ｒａｎ 086-955-1759 岡山県赤磐市下市４７３　ゆめタウン山陽店１Ｆ
岡山 赤磐市 ゴダイドラッグ　桜が丘店 0869-95-9161 岡山県赤磐市桜が丘東　５ー５ー２７９
岡山 赤磐市 ゴダイドラッグ　周匝店 086-954-2520 岡山県赤磐市周匝７１１ー１
岡山 赤磐市 ザグザグ　周匝店 086-954-1188 岡山県赤磐市周匝　６７８ー２
岡山 赤磐市 ザグザグ　町苅田店 086-957-3863 岡山県赤磐市町苅田９４０ー１
岡山 赤磐市 スーパードラッグひまわり山陽店 0869-55-9300 岡山県赤磐市下市字善正寺　４７７ー１
岡山 赤磐市 ディスカウントドラッグコスモス　桜が丘店 086-995-9595 岡山県赤磐市桜が丘東　５丁目８２０ー３
岡山 赤磐市 山陽マルナカ　山陽店 0869-55-8600 岡山県赤磐市下市１３３
岡山 浅口市 スーパードラッグひまわり鴨方店 0865-45-9722 岡山県浅口市鴨方町鴨方　１５３７ー１
岡山 浅口市 レデイ薬局　くすりのレデイ鴨方店 0865-45-8701 岡山県浅口市鴨方町鴨方　１５２４番地１
岡山 倉敷市 イオン倉敷店 086-430-5000 岡山県倉敷市水江１番地
岡山 倉敷市 イズミ　ゆめタウン倉敷店 086-425-1000 岡山県倉敷市笹沖１２７４ー１
岡山 倉敷市 くすりのラブコープ児島店 086-470-0881 岡山県倉敷市児島下の町　２ー１５７６ー１０８
岡山 倉敷市 コーナン商事倉敷北浜店 086-435-4811 倉敷市北浜町３－６
岡山 倉敷市 ココカラファイン　アリオ倉敷店 086-435-7226 岡山県倉敷市寿町１２番２号　アリオ倉敷１３３区画
岡山 倉敷市 ザグザグ　稲荷町店 086-435-2411 岡山県倉敷市稲荷町９ー２４
岡山 倉敷市 ザグザグ　加須山店 086-420-2340 岡山県倉敷市加須山２７７ー５
岡山 倉敷市 ザグザグ　花の街店 086-435-3911 岡山県倉敷市宮前３３７
岡山 倉敷市 ザグザグ　玉島乙島店 086-523-4311 岡山県倉敷市玉島乙島６８８０
岡山 倉敷市 ザグザグ　玉島店 086-523-4305 岡山県倉敷市玉島中央町　２ー１ー５０
岡山 倉敷市 ザグザグ　琴浦店 086-472-1177 岡山県倉敷市児島下の町　１０丁目１番３９号
岡山 倉敷市 ザグザグ　笹沖店 086-423-5255 岡山県倉敷市笹沖４７１



岡山 倉敷市 ザグザグ　上庄店 086-464-5544 岡山県倉敷市上東５０６ー１
岡山 倉敷市 ザグザグ　真備店 0866-98-8877 岡山県倉敷市真備町川辺２０５７
岡山 倉敷市 ザグザグ　水江店 086-466-7739 岡山県倉敷市西阿知町　１１７ー１
岡山 倉敷市 ザグザグ　西阿知店 086-460-5255 岡山県倉敷市西阿知町９９９－３
岡山 倉敷市 ザグザグ　西原店 086-460-1189 岡山県倉敷市西阿知町西原　８３２－１
岡山 倉敷市 ザグザグ　中庄店 086-435-0368 岡山県倉敷市中庄　７ー１
岡山 倉敷市 ザグザグ　天城店 086-420-1241 岡山県倉敷市藤戸町天城　６６６ー１
岡山 倉敷市 ザグザグ　平田店 086-430-2322 岡山県倉敷市平田６７６ー１
岡山 倉敷市 ザグザグ　連島店 086-445-7066 岡山県倉敷市連島２ー７ー１
岡山 倉敷市 サプラス西阿知店 086-441-3870 岡山県倉敷市西阿知町　１０２８ー２
岡山 倉敷市 スーパードラッグひまわり　グラン倉敷店 086-435-4202 岡山県倉敷市川入８５４ー１
岡山 倉敷市 スーパードラッグひまわり　新倉敷店 086-523-6206 岡山県倉敷市新倉敷駅前　４ー１０２
岡山 倉敷市 スーパードラッグひまわり　中庄店 086-486-2078 岡山県倉敷市松島１０９６ー１
岡山 倉敷市 スーパードラッグひまわり　中畝店 086-486-3021 岡山県倉敷市中畝　９丁目４番４２号
岡山 倉敷市 スーパードラッグひまわり　田ノ上店 086-441-2307 岡山県倉敷市田ノ上字一本木　１１１４番３
岡山 倉敷市 スーパードラッグひまわり大高店 086-430-6388 岡山県倉敷市東富井　字村東８０５ー２
岡山 倉敷市 スーパードラッグひまわり茶屋町店 086-441-2553 岡山県倉敷市茶屋町２３４
岡山 倉敷市 スーパードラッグひまわり中島店 086-460-1237 岡山県倉敷市中島９９７ー３
岡山 倉敷市 ダイレックスダイレックス水島店 086-456-6310 岡山県倉敷市中畝１ー８ー２０
岡山 倉敷市 ダイレックスダイレックス茶屋町店 086-420-2050 岡山県倉敷市茶屋町１６２０ー１
岡山 倉敷市 ウォンツ倉敷沖店 086-436-3177 岡山県倉敷市沖　１４番１
岡山 倉敷市 ウォンツ倉敷連島店 086-444-1055 岡山県倉敷市連島町連島　４５２ー１
岡山 倉敷市 ディスカウントドラッグコスモス　連島店 086-440-2300 岡山県倉敷市連島町連島　１１０ー２２
岡山 倉敷市 ドラッグセイムス　児島小川店 086-474-2083 岡山県倉敷市児島小川　１ー５８ー１
岡山 倉敷市 ドラッグセイムス　新田店 086-421-2005 岡山県倉敷市新田２６０３ー２
岡山 倉敷市 ドラッグセイムス　倉敷田ノ上店 086-435-5070 岡山県倉敷市田ノ上１０１５ー３
岡山 倉敷市 ドラッグセイムス　茶屋町店 086-429-3122 岡山県倉敷市茶屋町４６１ー２
岡山 倉敷市 ナフコ　ホームプラザナフコ玉島店 086-525-1700 岡山県倉敷市玉島８２１ー１
岡山 倉敷市 ナフコ　ホームプラザナフコ南倉敷店 086-475-2162 岡山県倉敷市児島宇野津　２０３０ー１３
岡山 倉敷市 メガセンタートライアル倉敷店 086-523-0717 岡山県倉敷市玉島１９６２ー３
岡山 倉敷市 ヤマダ電機　テックランド児島店 086-470-0911 岡山県倉敷市児島駅前　１丁目１０番
岡山 倉敷市 ラフ 086-448-5515 岡山県倉敷市神田２ー１３ー１　ニシナ神田店内
岡山 倉敷市 金光薬品玉島勇崎店 086-528-9566 岡山県倉敷市玉島勇崎１８６ー１
岡山 倉敷市 金光薬品福島店 086-463-5562 岡山県倉敷市黒崎２９ー２
岡山 倉敷市 山陽マルナカ　マスカット店 086-464-5577 岡山県倉敷市松島１１５４ー２
岡山 倉敷市 山陽マルナカ　児島店 086-474-8100 岡山県倉敷市児島赤崎　１丁目２７９８ー１
岡山 倉敷市 山陽マルナカ　新倉敷店 086-523-1700 岡山県倉敷市玉島爪崎９８１ー１
岡山 倉敷市 山陽マルナカ　倉敷駅前店 086-435-4080 岡山県倉敷市昭和１ー１ー５０
岡山 倉敷市 山陽マルナカ　中島店 086-460-0700 岡山県倉敷市中島２７８０ー１



岡山 倉敷市 大倉薬局 086-522-4421 岡山県倉敷市玉島阿賀崎　１ー２ー３３
岡山 早島町 ザグザグ　早島店 086-482-3900 岡山県都窪郡早島町前潟　２６３ー１
岡山 総社市 ＤＣＭダイキ総社西店 0866-94-1001 岡山県総社市真壁９５０ー１
岡山 総社市 ザグザグ　総社中央店 0866-90-2008 岡山県総社市中央　４ー２１ー１０３
岡山 総社市 ザグザグ　総社店 0866-94-0354 岡山県総社市小寺５
岡山 総社市 ザグザグ　総社東店 0866-94-6100 岡山県総社市井手１２４２ー３
岡山 総社市 スーパードラッグ　ひまわり総社東店 0866-90-1356 岡山県総社市井手５９５ー１
岡山 総社市 天満屋ストアリヴ総社店 0866-92-5555 岡山県総社市門田１８７
岡山 中区 くすりのラブ東川原店 086-901-0678 岡山県岡山市中区東川原　２４１ー１
岡山 中区 ザグザグ　フレスポ高屋店 086-270-5373 岡山県岡山市中区高屋３０８ー１
岡山 中区 ザグザグ　海吉店 086-200-1168 岡山県岡山市中区海吉１８１８
岡山 中区 ザグザグ　江崎店 086-200-2281 岡山県岡山市中区江崎６９０ー１
岡山 中区 ザグザグ　高屋店 086-273-2302 岡山県岡山市中区高屋３５１ー１
岡山 中区 ザグザグ　高島店 086-207-6121 岡山県岡山市中区清水　２丁目８６ー３
岡山 中区 サプラスひまわり操南店 086-238-5006 岡山県岡山市中区平井　７丁目１－５
岡山 中区 スーパードラッグひまわり　東岡山店 086-278-8425 岡山県岡山市中区神下４８０ー１
岡山 中区 ヤマダ電機　テックランド東岡山店 086-208-6233 岡山県岡山市中区神下１８７番地
岡山 中区 山陽マルナカ　高屋店 086-271-9500 岡山県岡山市中区高屋３６ー１
岡山 中区 山陽マルナカ　平井店 086-276-1160 岡山県岡山市中区倉田６１１ー１
岡山 中区 薬マツモトキヨシ　高島新屋敷店 086-275-1277 岡山県岡山市中区高島新屋敷　７０２ー３
岡山 津山市 イオン津山店 0868-21-7200 岡山県津山市河辺１０００ー１
岡山 津山市 ザグザグ　ウエストランド店 0868-28-9039 岡山県津山市二宮７１
岡山 津山市 ザグザグ　院庄店 0868-28-9561 岡山県津山市院庄１２４５ー１
岡山 津山市 ザグザグ　河辺店 0868-21-3370 岡山県津山市河辺９０３
岡山 津山市 ザグザグ　高野店 0868-21-7151 岡山県津山市高野本郷　１４１６番地１
岡山 津山市 ザグザグ　志戸部店 0868-32-0570 岡山県津山市沼８４８ー１６
岡山 津山市 ザグザグ　東一宮店 0868-27-7556 岡山県津山市東一宮６７ー７
岡山 津山市 ザグザグ小原店 0868-22-1220 岡山県津山市総社７７ー１
岡山 津山市 スーパードラッグひまわり二宮店 0868-28-9580 岡山県津山市二宮１９２１ー１
岡山 津山市 ディスカウントドラッグコスモス　院庄店 0868-28-7880 岡山県津山市院庄９５９ー７
岡山 津山市 ヤマダ電機　テックランド津山店 0868-21-7122 岡山県津山市河辺７５９ー１
岡山 東区 ＤＣＭダイキ西大寺店 086-944-7800 岡山県岡山市東区益野町１ー１
岡山 東区 コスモス薬品　西大寺店 086-944-6677 岡山県岡山市東区久保１６３ー１
岡山 東区 ザグザグ　瀬戸店 086-952-9477 岡山県岡山市東区瀬戸町沖１１９
岡山 東区 スーパーセンタートライアル東岡山 086-208-3777 岡山県岡山市東区藤井２５４ー１
岡山 東区 スーパードラッグひまわり　西大寺東店 086-942-0878 岡山県岡山市東区西大寺東　２ー６ー８
岡山 東区 スーパードラッグひまわり平島店 086-238-8266 岡山県岡山市東区東平島　１０１９－１
岡山 東区 ダイレックスダイレックス平島店 086-297-9888 岡山県岡山市東区南古都　４３６ー１
岡山 東区 山陽マルナカ　益野店 086-944-0707 岡山県岡山市東区益野町３０ー１



岡山 東区 山陽マルナカ　平島店 086-297-9770 岡山県岡山市東区東平島１６０９
岡山 南区 ＤＣＭダイキ岡山店 086-296-0303 岡山県岡山市南区藤田　５６０ー２３６

岡山 南区 イクタ薬局 086-264-6136
岡山県岡山市南区築港新町　１ー１８ー５
天満屋ハピータウン岡南店

岡山 南区 コスモス薬品大福店 086-209-0303 岡山県岡山市南区大福１９ー２
岡山 南区 ザグザグ　わかば店 086-261-5022 岡山県岡山市南区若葉町　２６ー２０
岡山 南区 ザグザグ　彦崎店 086-363-5633 岡山県岡山市南区彦崎２９１７
岡山 南区 ザグザグ　福富店 086-902-1339 岡山県岡山市南区豊成　３ー２２ー１８
岡山 南区 ザグザグ　妹尾店 086-282-7066 岡山県岡山市南区妹尾　１８８３ー１
岡山 南区 スーパードラッグひまわり泉田店 086-235-1060 岡山県岡山市南区泉田　３丁目１ー２２
岡山 南区 スーパードラッグひまわり妹尾店 086-239-8563 岡山県岡山市南区箕島　１３４４ー１
岡山 南区 ダイレックスダイレックス岡山店 086-902-1231 岡山県岡山市南区富浜町２ー５０
岡山 南区 ドラッグセイムス　妹尾店 086-281-1640 岡山県岡山市南区妹尾９５０
岡山 南区 金光薬品当新田店 086-805-6866 岡山県岡山市南区当新田７３ー６
岡山 南区 山陽マルナカ　郡店 086-267-9000 岡山県岡山市南区郡　３０１０ー２
岡山 南区 山陽マルナカ　灘崎店 08636-3-5077 岡山県岡山市南区西高崎　５番地３０４
岡山 備前市 ザグザグ　備前店 0869-64-6111 岡山県備前市伊部２３７４ー１
岡山 備前市 ザグザグ　穂浪店 0869-67-3039 岡山県備前市穂浪２５４１－１
岡山 美作市 ゴダイドラッグ　美作江見店 0868-75-2200 岡山県美作市川北１５９ー１
岡山 美作市 ザグザグ　美作店 0868-73-4820 岡山県美作市入田２２３ー１
岡山 美作市 ディスカウントドラッグコスモス　湯郷店 0868-73-3700 岡山県美作市湯郷３５５ー１
岡山 美作市 山陽マルナカ　美作店 08687-2-7300 岡山県美作市豊国原　１０１７ー２
岡山 北区 ＤＣＭダイキ津高店 086-294-7030 岡山県岡山市北区横井上　６９－１
岡山 北区 ＭｒＭａｘ　ＭｒＭａｘ岡山西店 086-242-1500 岡山県岡山市北区久米３１０ー１
岡山 北区 ＮＡＶＩ 086-231-3349 岡山県岡山市北区駅前町　１ー７ー２９
岡山 北区 イオン岡山店 086-803-6600 岡山県岡山市北区下石井　１ー２ー１
岡山 北区 くすりのラブ奥田店 086-234-7188 岡山県岡山市北区奥田南町　３０１ー１
岡山 北区 くすりのラブ田中店 086-242-2340 岡山県岡山市北区田中　１３４ー１０２
岡山 北区 くすりのラブ平田店 086-201-1096 岡山県岡山市北区平田　１０２ー１０４
岡山 北区 ザグザグ　一宮店 086-284-9003 岡山県岡山市北区一宮８８ー１
岡山 北区 ザグザグ　下伊福店 086-214-5558 岡山県岡山市北区下伊福　２丁目６番３５号
岡山 北区 ザグザグ　金川店 0867-24-9303 岡山県岡山市北区御津宇垣　１４８３ー１
岡山 北区 ザグザグ　三門店 086-214-5788 岡山県岡山市北区西崎　１－９－３８
岡山 北区 ザグザグ　小山店 086-905-0015 岡山県岡山市北区小山５２ー１
岡山 北区 ザグザグ　西古松店 086-805-8801 岡山県岡山市北区西古松　３２６ー１０１
岡山 北区 ザグザグ　西長瀬店 086-805-0345 岡山県岡山市北区西長瀬　１１８ー１
岡山 北区 ザグザグ　西之町店 086-805-3500 岡山県岡山市北区西之町　９ー１０９
岡山 北区 ザグザグ　大元店 086-805-1300 岡山県岡山市北区大元　１ー１３ー１８
岡山 北区 ザグザグ　津高店 086-214-6221 岡山県岡山市北区津高９１６



岡山 北区 ザグザグ　白石店 086-214-3900 岡山県岡山市北区白石２８０ー１
岡山 北区 ザグザグ　奉還町店 086-256-1331 岡山県岡山市北区奉還町　２ー８ー１７
岡山 北区 ザグザグ　北方店 086-801-5200 岡山県岡山市北区北方　２ー１ー２４
岡山 北区 スーパードラッグひまわり　下中野店 086-242-6755 岡山県岡山市北区下中野　３４２ー１０１
岡山 北区 スーパードラッグひまわり　津高店 086-214-3378 岡山県岡山市北区津高３８１ー１
岡山 北区 ドラッグストアマツモトキヨシ　奥田店 086-235-1175 岡山県岡山市北区奥田　二丁目３番６号
岡山 北区 ホームセンターコーナン岡山駅北店 086-801-7460 岡山県岡山市北区南方１丁目　１番１号
岡山 北区 ホームセンターコーナン高柳店 086-214-1123 岡山県岡山市北区高柳東町　１３番４６号
岡山 北区 ミモザ　岡山大安寺店 086-259-2525 岡山県岡山市北区野殿西町　３３２ー７

岡山 北区 金光薬品岡北店 086-801-0380
岡山県岡山市北区中井町　２丁目２ー７
天満屋ハッピータウン岡北店１Ｆ

岡山 北区 山陽マルナカ　下中野店 086-805-1122 岡山県岡山市北区下中野　３７４ー１
岡山 北区 薬マツモトキヨシ　庭瀬店 086-292-8867 岡山県岡山市北区平野　１１００ー１
岡山 矢掛町 ザグザグ　矢掛店 0866-82-9755 岡山県小田郡矢掛町江良２４２４
岡山 矢掛町 山陽マルナカ　矢掛店 0866-82-9711 岡山県小田郡矢掛町西川面　４６８ー１
岡山 里庄町 ザグザグ　里庄店 0865-64-1233 岡山県浅口郡里庄町里見　９７９５ー１
岡山 和気町 ゴダイドラッグ　和気店 0869-92-9666 岡山県和気郡和気町福富　６３７ー１
岡山 和気町 ザグザグ　和気店 0869-92-5611 岡山県和気郡和気町福富　４４２ー１
香川 さぬき市 レデイ薬局　Ｌ志度店 087-894-4517 香川県さぬき市志度　１０２０番地１
香川 さぬき市 レデイ薬局　Ｌ長尾店 0879-52-2500 香川県さぬき市長尾西字仲　１００２番地３
香川 綾川町 イオン綾川店 087-876-6501 香川県綾歌郡綾川町萱原　８２２ー１
香川 綾川町 レデイ薬局　Ｌ綾川店 087-876-5588 香川県綾歌郡綾川町萱原　７４５ー１
香川 宇多津町 ザグザグ　宇多津店 0877-56-7039 香川県綾歌郡宇多津町　浜２番丁１６　イオンタウン宇多津１Ｆ
香川 宇多津町 レデイ薬局　Ｌ宇多津店 0877-56-7778 香川県綾歌郡宇多津町浜六番丁　８３ー２
香川 観音寺市 ザグザグ　観音寺店 0875-57-6230 香川県観音寺市昭和町　１丁目３番１８号
香川 観音寺市 ザグザグ　大野原店 0875-54-9288 香川県観音寺市大野原町大野原　３９１８ー１
香川 観音寺市 ドラッグストアmac観音寺店 0875-57-5454 香川県観音寺市本大町　１６２５番地
香川 観音寺市 マルナカ　観音寺店 0875-24-1195 香川県観音寺市観音寺町　１７６６ー１
香川 観音寺市 レデイ薬局　Ｌ観音寺店 0875-57-5180 香川県観音寺市植田町　１７１４ー１
香川 丸亀市 ＤＣＭダイキ丸亀店 0877-28-2300 香川県丸亀市川西町南　１２８０ー１
香川 丸亀市 ザグザグ　丸亀バサラ店 0877-58-0822 香川県丸亀市山北町５０ー１
香川 丸亀市 ザグザグ　丸亀中府店 0877-58-0733 香川県丸亀市中府町１丁目３ー１
香川 丸亀市 ザグザグ　丸亀蓬莱店 0877-58-2339 香川県丸亀市蓬莱町５６ー１
香川 丸亀市 ザグザグ　川西店 0877-58-6221 香川県丸亀市川西町南４２８ー３
香川 丸亀市 ダイレックスダイレックス丸亀店 0877-21-8830 香川県丸亀市土器町東９ー２５８
香川 丸亀市 ダイレックスダイレックス三条店 0877-21-7725 香川県丸亀市三条町１２４２ー１
香川 丸亀市 ヤマダ電機　テックランド丸亀店 0877-58-2311 香川県丸亀市田村町９０７ー１
香川 丸亀市 レデイ薬局　Ｌ丸亀中央店 0877-64-9222 香川県丸亀市中府町１ー６ー２８
香川 丸亀市 レデイ薬局　Ｌ丸亀土器店 0877-21-0700 香川県丸亀市飯野町西分　５８４ー１　ＸＹＺ丸亀モール内



香川 高松市 ＤＣＭダイキ香西店 087-881-6335 香川県高松市香西東町３５０ー１
香川 高松市 ＤＣＭダイキ川島店 087-848-5688 香川県高松市川島東町５０４
香川 高松市 イオン高松店 087-842-8000 香川県高松市香西本町１ー１
香川 高松市 イオン高松東店 087-826-4111 香川県高松市福岡町　３ー３７９ー２
香川 高松市 イズミ　ゆめタウン高松店 087-869-7500 香川県高松市三条町字中所　６０８ー１
香川 高松市 コスモス薬品　元山店 087-815-2558 香川県高松市元山町６７３
香川 高松市 コスモス薬品　西ハゼ店 087-864-5520 香川県高松市西ハゼ町１２０ー２
香川 高松市 コスモス薬品　多肥上町店 087-815-1779 香川県高松市多肥上町　１１８２ー１
香川 高松市 ザグザグ　鬼無店 087-832-8220 香川県高松市鬼無町佐藤５４ー１
香川 高松市 ザグザグ　栗林店 087-864-5720 香川県高松市花ノ宮町３丁目　１－４８
香川 高松市 ザグザグ　香南店 087-815-8050 香川県高松市香南町由佐　８５０ー１
香川 高松市 ザグザグ　春日店 087-818-0722 香川県高松市春日町字川尻　８９３－１
香川 高松市 ザグザグ　上福岡店 087-812-0377 香川県高松市上福岡町７６９ー１
香川 高松市 ザグザグ　檀紙北店 087-870-5523 香川県高松市飯田町３０番地
香川 高松市 ザグザグ　中央インター店 087-815-3977 香川県高松市木太町５９７
香川 高松市 ザグザグ　仏生山店 087-815-5215 香川県高松市仏生山町甲１３４４
香川 高松市 ザグザグ　六条店 087-840-7787 香川県高松市六条町４７
香川 高松市 ダイレックスダイレックス高松店 087-815-3841 香川県高松市木太町９区　４８７ー１
香川 高松市 ダイレックスダイレックス国分寺店 087-870-6511 香川県高松市国分寺町福家　３１３９番地３
香川 高松市 ダイレックスダイレックス西春日店 087-814-5132 香川県高松市西春日町　１０４６番地１
香川 高松市 ディスカウントドラッグコスモス　福家店 087-874-5006 香川県高松市国分寺町福家　中福家甲３１９５ー１
香川 高松市 ディスカウントドラッグコスモス　牟礼店 087-870-1016 香川県高松市牟礼町牟礼９５６
香川 高松市 ディスカウントドラッグコスモス　木太店 087-812-2345 香川県高松市木太町　１８７５ー２
香川 高松市 ドラッグストアマツモトキヨシ　フレスポ高松店 087-847-6622 香川県高松市東山崎町字本村　６６８ー１
香川 高松市 ドラッグセガミ　栗林南店 087-864-3880 香川県高松市上之町１ー１４ー９
香川 高松市 ドラッグセガミ　田町店 087-832-5775 香川県高松市田町１ー１４　高松東宝ビル１Ｆ
香川 高松市 ドラッグマートセガミ　勅使店 087-864-5220 香川県高松市勅使町７５４ー１
香川 高松市 ドン・キホーテ　パウ高松店 087-815-0411 香川県高松市上天神町中ノ坪　５３６
香川 高松市 マルナカ　パワーシティレインボー店 087-815-0010 香川県高松市多肥下町　１５５２番地１７
香川 高松市 マルナカ　パワーシティ屋島店 087-843-7706 香川県高松市屋島西町字百石　１９１
香川 高松市 マルナカ　香西店 087-870-5233 香川県高松市香西本町１７６
香川 高松市 マルナカ　国分寺店 087-875-9121 香川県高松市国分寺町新居　１０８０ー１
香川 高松市 マルナカ　仏生山店 087-889-5471 香川県高松市仏生山町４１５ー４
香川 高松市 ヤマダ電機　テックランド高松春日本店 087-818-0101 香川県高松市春日町２１８ー１
香川 高松市 レデイ薬局　Ｌ円座店 087-885-3700 香川県高松市円座町１０３７ー１
香川 高松市 レデイ薬局　Ｌ屋島西店 087-844-0600 香川県高松市屋島西町字百石　１９８１番地１
香川 高松市 レデイ薬局　Ｌ香西店 087-881-8600 香川県高松市香西南町４６６ー１
香川 高松市 レデイ薬局　Ｌ国分寺店 087-813-7111 香川県高松市国分寺町新名　６４４番地１
香川 高松市 レデイ薬局　Ｌ今里店 087-831-8100 香川県高松市今里町　２ー１０ー１８



香川 高松市 レデイ薬局　Ｌ十川店 087-848-9822 香川県高松市十川東町５５ー１
香川 高松市 レデイ薬局　Ｌ春日店 087-844-1100 香川県高松市春日町５７１ー１
香川 高松市 レデイ薬局　Ｌ扇町店 087-823-8700 香川県高松市扇町２ー１１ー８
香川 高松市 レデイ薬局　Ｌ太田上町店 087-864-3840 香川県高松市太田上町　５０３番地１
香川 高松市 レデイ薬局　Ｌ木太店 087-814-8147 香川県高松市木太町９３０ー１
香川 高松市 レデイ薬局　くすりのレデイ太田店 087-815-3555 香川県高松市太田下町　３００４番地１４
香川 高松市 レデイ薬局　くすりのレデイ林店 087-813-7073 香川県高松市林町１１８３番地
香川 坂出市 キリン堂　坂出入船店 0877-59-1815 香川県坂出市入船町１丁目３７２
香川 坂出市 ザグザグ　林田店 087-757-3011 香川県坂出市林田町３１３１
香川 坂出市 レデイ薬局　Ｌ坂出店 087-759-3330 香川県坂出市江尻町１３００ー１
香川 坂出市 レデイ薬局　Ｌ坂出南店 0877-44-5757 香川県坂出市川津町４８９４ー１
香川 三豊市 ＤＣＭダイキ三豊店 0875-56-6100 香川県三豊市豊中町本山甲　８７ー１
香川 三豊市 ドラッグストアmac詫間店 0875-56-5505 香川県三豊市詫間町松崎　２７８０ー５０７
香川 三豊市 マルナカ　高瀬店 0875-72-2907 香川県三豊市高瀬町２４８６ー１
香川 三豊市 レデイ薬局　Ｌ高瀬店 0875-56-2020 香川県三豊市高瀬町上高瀬　１４５５ー１
香川 三木町 ザグザグ　三木店 087-898-7040 香川県木田郡三木町鹿伏　３６７ー１
香川 三木町 レデイ薬局　三木店 087-813-9050 香川県木田郡三木町平木　４６番地１
香川 小豆島町 ザグザグ　内海店 0879-82-6765 香川県小豆郡小豆島町　草壁本町６１５ー１
香川 善通寺市 ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ　善通寺店ＣＣＳ 0877-63-8710 香川県善通寺市金蔵寺町川添　１９０３番地
香川 善通寺市 レデイ薬局　Ｌ善通寺店 0877-62-2000 香川県善通寺市上吉田町　５６４ー１

香川 多度津町 レデイ薬局　Ｌ多度津店 0877-58-5355
香川県仲多度郡多度津町北鴨　２ー１０ー１
イオンタウン多度津ＳＣ内

香川 土庄町 ザグザグ　土庄店 0879-61-1666 香川県小豆郡土庄町王子前　３６ー１
香川 土庄町 ダイレックスダイレックス土庄店 0879-64-8110 香川県小豆郡土庄町甲　１１７１ー３
香川 土庄町 レデイ薬局　Ｌ小豆島店 0879-62-6000 香川県小豆郡土庄町渕崎甲　１４４７ー１
香川 東かがわ市 ディスカウントドラッグコスモス　さぬき大内店 0879-26-5121 香川県東かがわ市落合　２５４ー１
香川 東かがわ市 レデイ薬局　くすりのレデイ東かがわ店 0879-26-3480 香川県東かがわ市湊　８５２番地
高知 いの町 ツルハドラッグいの店 088-893-0233 高知県吾川郡いの町２０５
高知 安芸市 ドラッグセイムス　安芸矢ノ丸店 0887-35-8666 高知県安芸市矢ノ丸二丁目　２番１９号
高知 安芸市 マック安芸店 0887-34-2277 高知県安芸市幸町２ー１３
高知 安芸市 よどやドラッグ　安芸駅前店 0887-34-3031 高知県安芸市矢ノ丸３丁目　４ー３４
高知 香南市 くすりのなかや 08875-4-5930 高知県香南市香我美町下分　８２ー２
高知 香南市 ドラッグストアmac野市店 088-757-8155 高知県香南市野市町西野　２６４５ー１
高知 香南市 マルナカ　野市店 0887-57-8333 高知県香南市野市町西野　ヌノ丸２７００ー２
高知 香南市 よどやドラッグ　香南店 0887-54-1135 高知県香南市赤岡町　１３４１ー５
高知 香美市 ドラッグセイムス　土佐山田店 0887-57-2230 高知県香美市土佐山田町宝町　５ー１ー３６
高知 香美市 レデイ薬局　くすりのレデイ土佐山田店 0887-52-8770 高知県香美市土佐山田町宝町　一丁目４番５号
高知 高知市 イオン高知店 088-826-8100 高知県高知市秦南町１ー４ー８
高知 高知市 サニーマート　中万々店 088-820-7500 高知県高知市中万々４０ー１



高知 高知市 ダイレックスダイレックス神田店 088-832-6460 高知県高知市神田１３１１番１
高知 高知市 ツルハドラッグ神田店 088-837-7033 高知県高知市神田８２３ー１
高知 高知市 ツルハドラッグ万々店 088-826-8155 高知県高知市万々１５ー１
高知 高知市 ディスカウントドラッグコスモス　江陽小学校前店 088-880-0001 高知県高知市北本町　３丁目１１ー２７
高知 高知市 ディスカウントドラッグコスモス　東雲店 088-883-6677 高知県高知市東雲町　３ー１０
高知 高知市 ディスカウントドラッグコスモス　薊野店 088-845-9383 高知県高知市薊野西町　１丁目３０ー１０
高知 高知市 ドラッグストアmac横浜店 088-837-2220 高知県高知市長浜　９８６ー３
高知 高知市 ドラッグストアmac河ノ瀬店 088-837-8484 高知県高知市河ノ瀬町　２０１ー１
高知 高知市 ドラッグストアmac御座店 088-804-2525 高知県高知市南御座　１６ー３０
高知 高知市 ドラッグストアmac高須店 088-861-3313 高知県高知市高須東町　６ー３
高知 高知市 ドラッグストアmac三里店 088-837-3033 高知県高知市仁井田　４２２４ー４
高知 高知市 ドラッグストアmac竹島店 088-634-1780 高知県高知市竹島町　１５８ー１
高知 高知市 ドラッグストアmac朝倉店 088-828-8877 高知県高知市朝倉甲２２番地
高知 高知市 ドラッグセイムス　一宮駅前店 088-846-5522 高知県高知市一宮徳谷３ー１４
高知 高知市 ドラッグセイムス　介良店 0888-80-3771 高知県高知市介良乙１１２８
高知 高知市 ドラッグセイムス　御座店 088-861-5201 高知県高知市北御座４ー３８
高知 高知市 ドラッグセイムス　高須店 0888-61-1319 高知県高知市高須２ー６ー６６
高知 高知市 ドラッグセイムス　高知福井店 088-826-6001 高知県高知市福井町８１５番１
高知 高知市 ドラッグセイムス　桟橋店 0888-34-1556 高知県高知市桟橋通　３ー２５ー２７
高知 高知市 ドラッグセイムス　針木店 0888-40-9424 高知県高知市大谷公園町　１９ー１２
高知 高知市 ドラッグセイムス　船岡店 0888-40-3404 高知県高知市鴨部西ノヨリ
高知 高知市 ドラッグセイムス　潮江店 088-833-2101 高知県高知市北新田町　１７ー１１
高知 高知市 ドラッグセイムス　長浜店 0888-41-1324 高知県高知市長浜上九郎　１５０７ー１
高知 高知市 パワードラッグワンズ　帯屋町店 088-826-8686 高知県高知市帯屋町　２ー１ー３３
高知 高知市 マック横浜東店 088-808-2244 高知県高知市横浜４５２ー６
高知 高知市 マック大津店 088-866-2277 高知県高知市大津乙　１０７１番地
高知 高知市 よどやドラッグ　塩屋崎店 088-805-1581 高知県高知市塩屋崎町　２ー１１ー８
高知 高知市 よどやドラッグ　高須店 088-883-7771 高知県高知市高須一丁目　５番３０号
高知 高知市 よどやドラッグ　城北店 0888-71-1871 高知県高知市八反町１ー４ー２８
高知 高知市 よどやドラッグ　神田店 088-882-4400 高知県高知市神田　１２０７ー１
高知 高知市 よどやドラッグ　秦南店 0888-23-5780 高知県高知市秦南町　１ー８ー４０
高知 高知市 よどやドラッグ　瀬戸店 088-837-2300 高知県高知市瀬戸南町　１ー１３ー１０
高知 高知市 よどやドラッグ　青柳店 088-884-3005 高知県高知市青柳町５９番２
高知 高知市 よどやドラッグ　朝倉店 088-840-8877 高知県高知市朝倉横町　２３ー８ー３
高知 高知市 よどやドラッグ　南金田店 088-883-6020 高知県高知市南金田３ー１２
高知 高知市 よどやドラッグ　福井店 088-823-0514 高知県高知市福井町７３８
高知 高知市 よどやドラッグ一宮店 088-845-3811 高知県高知市一宮中町　３ー１２ー１８
高知 黒潮町 よどやドラッグ　大方店 0880-43-2727 高知県幡多郡黒潮町入野６２０
高知 佐川町 ツルハドラッグ佐川店 0889-20-4222 高知県高岡郡佐川町丙１４００



高知 四万十市 サニータウン　四万十店 0880-31-0832 高知県四万十市古津賀１５１１
高知 四万十市 ドラッグセイムス四万十トンボ店 0880-37-6800 高知県四万十市具同田黒　２ー１２ー３０
高知 四万十市 ドラッグセイムス四万十古津賀店 0880-35-6600 高知県四万十市古津賀　字四反田１５０８ー１
高知 四万十市 マック中村店 0880-31-2240 高知県四万十市具同５３９０
高知 四万十町 ツルハドラッグ窪川店 0880-22-0166 高知県高岡郡四万十町東町２－７
高知 四万十町 よどやドラッグ　窪川店 0880-22-5200 高知県高岡郡四万十町古市町　５６ー２
高知 宿毛市 ドラッグセイムス宿毛店 0880-63-3110 高知県宿毛市宿毛５３７８ー３
高知 須崎市 ビッグダウン須崎東店 0889-42-6003 高知県須崎市桐間西１１０
高知 須崎市 よどやドラッグ　須崎店 0889-43-0280 高知県須崎市大間東町　４ー３７
高知 土佐市 ツルハドラッグ高岡東店 088-852-6166 高知県土佐市高岡町甲４３０
高知 土佐清水市 たにがわ薬局 08808-2-3763 高知県土佐清水市幸町　４ー２４
高知 土佐清水市 ドラッグセイムス土佐清水加久見店 0880-82-4730 高知県土佐清水市加久見入沢町　８ー１４
高知 南国市 サニーアクシス　南国店 088-863-1861 高知県南国市大そね乙　１００９ー１
高知 南国市 サンシャインカルディア 088-864-5888 高知県南国市御免町１４４ー２
高知 南国市 ツルハドラッグ後免店 088-878-6088 高知県南国市日吉町２ー２ー５
高知 南国市 ドラッグストアmac南国店 088-864-5070 高知県南国市篠原１７０ー１
高知 南国市 ドラッグセイムス　長岡店 0888-64-2627 高知県南国市東崎１６１０ー１
高知 南国市 マルナカ　南国店 088-878-6511 高知県南国市大そね甲２５３１
高知 南国市 よどやドラッグ　南国店 088-804-6655 高知県南国市大そね甲　１８７４ー１
島根 安来市 くすりのトミヤ安来店 0854-23-7138 島根県安来市安来町７６１ー４　プラーナ内
島根 安来市 ココカラファイン　安来店 0854-23-8030 島根県安来市黒井田町１－５
島根 安来市 ディスカウントドラッグコスモス　安来赤江店 0854-28-9112 島根県安来市赤江町　１０３３
島根 安来市 ディスカウントドラッグコスモス　安来店 0854-23-3555 島根県安来市安来町７５１ー１
島根 安来市 フルヤマ 0854-32-2339 島根県安来市広瀬町広瀬　１８１８　ひろせショッピングセンター
島根 安来市 ホームセンターサンアイ　安来店 0854-22-5300 島根県安来市飯島町５１６
島根 隠岐の島町 サンテラス　隠岐店 08512-2-1211 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町　３７６
島根 雲南市 ドラッグストアウェルネス三刀屋店 0854-45-0800 島根県雲南市三刀屋町三刀屋　７３ー５
島根 益田市 イオン益田店 0856-31-0330 島根県益田市乙吉町イ９５ー１０
島根 益田市 イズミ　ゆめタウン益田店 0856-23-7800 島根県益田市高津７ー２１ー１２
島根 益田市 ウォンツ益田高津店 0856-31-8170 島根県益田市高津　７ー９ー３４
島根 益田市 ウォンツ益田中吉田 0856-23-3679 島根県益田市中吉田町　１０８４ー１
島根 益田市 ディスカウントドラッグコスモス　高津店 0856-31-1107 島根県益田市高津町　７丁目１５ー６
島根 出雲市 イオンスタイル出雲店 0853-24-8200 島根県出雲市渡橋町１０６６
島根 出雲市 イズミ　ゆめタウン出雲店 0853-24-0080 島根県出雲市大塚町６５０ー１
島根 出雲市 イズミ　斐川店 0853-72-7900 島根県出雲市斐川町上直江　１３０１
島根 出雲市 スーパードラッグひまわり　姫原店 0853-25-8077 島根県出雲市姫原　３丁目８ー１
島根 出雲市 ドラッグストアウェルネス塩冶店 0853-24-8555 島根県出雲市塩冶有原町５ー１１
島根 出雲市 ドラッグストアウェルネス出雲中野店 0853-24-9220 島根県出雲市中野町２６５ー１
島根 出雲市 ドラッグストアウェルネス平田西店 0853-63-7810 島根県出雲市平田町１６１５



島根 出雲市 ディスカウントドラッグコスモス　大津新崎店 0853-24-8007 島根県出雲市大津新崎町　５ー９
島根 出雲市 ディスカウントドラッグコスモス　渡橋店 0853-24-8088 島根県出雲市渡橋町４７２
島根 出雲市 ナフコ　ホームプラザナフコ平田店 0853-63-2180 島根県出雲市平田町１６１０
島根 出雲市 ナフコ　ホームプラザナフコ北出雲店 0853-24-7500 島根県出雲市江田町４７ー４
島根 松江市 イオン松江店 0852-40-2858 島根県松江市東朝日町１５１
島根 松江市 サンドラッグ黒田店 0852-20-7365 島根県松江市黒田町４２７
島根 松江市 サンドラッグ揖屋店 0852-53-0124 島根県松江市東出雲町揖屋　１２２１ー１
島根 松江市 シンヤクドー　上乃木店 0852-20-2767 島根県松江市上乃木９ー３ー６
島根 松江市 スーパーセンタートライアル松江店 0852-60-1351 島根県松江市山代町１００５番
島根 松江市 ドラッグストアウェルネス学園南店 0852-60-0037 島根県松江市学園南　２ー１１ー３８
島根 松江市 ドラッグストアウェルネス春日店 0852-20-1555 島根県松江市春日町５ー２
島根 松江市 ドラッグストアウェルネス東津田店 0852-20-3232 島根県松江市東津田町　１１２５ー２
島根 松江市 ドラッグストアウェルネス馬潟店 0852-38-8775 島根県松江市馬潟町１３７ー２
島根 松江市 ディスカウントドラッグコスモス　西川津店 0852-60-2455 島根県松江市西川津町４０９６
島根 松江市 ドラックフリーダム　田和山店 0852-28-0876 島根県松江市田和山町８１
島根 松江市 ナフコ　ホームプラザナフコ松江店 0852-38-9261 島根県松江市竹矢町　１８５０ー１５
島根 川本町 ドラッグストアウェルネス川本店 0855-72-3017 島根県邑智郡川本町大字因原　７３４ー１
島根 大田市 イオン大田店 08548-4-7086 島根県大田市長久町土江９７
島根 大田市 ドラッグＳウェルネス大田中央店 0854-83-1777 島根県大田市大田町大田イ　１９４番１
島根 大田市 ドラッグストアウェルネス大田店 0854-84-0365 島根県大田市長久町長久　口２６４ー１３
島根 浜田市 イズミ　ゆめタウン浜田店 0855-23-7700 島根県浜田市港町２２７ー１
島根 浜田市 服部タイヨー長澤店 0855-22-8800 島根県浜田市長沢町３０２１
徳島 阿南市 ＤＳチャーリー　阿南店 0884-23-2811 徳島県阿南市宝田町川原２０ー１
徳島 阿南市 キリン堂　阿南店 0884-24-4745 徳島県阿南市学原町松ノ久保　１４ー１
徳島 阿南市 ダイレックスダイレックス阿南店 0884-24-4366 徳島県阿南市日開野町南居内　３２１ー１
徳島 阿南市 ディスカウントドラッグコスモス　宝田店 0884-24-3365 徳島県阿南市宝田町平岡　８５０ー１
徳島 阿波市 ディスカウントドラッグコスモス　市場店 0883-26-6062 徳島県阿波市市場町市場岸ノ下　１５９ー２
徳島 阿波市 ドラッグセイムス　阿波店 0883-35-6071 徳島県阿波市阿波町大道北　２００番地１
徳島 阿波市 マルナカ　柿原店 088-696-4122 徳島県阿波市吉野町柿原字原　７５ー１
徳島 阿波市 レデイ薬局　Ｌ阿波吉野店 088-637-7020 徳島県阿波市吉野町柿原字北二条　１４７ー１
徳島 吉野川市 ＤＣＭダイキ鴨島店 0883-24-3911 徳島県吉野川市鴨島町上下島　４０５ー１
徳島 吉野川市 キョーエイ　山川店 0883-26-4611 徳島県吉野川市山川町春日前川　１９７ー１
徳島 吉野川市 キリン堂　鴨島店 0883-22-2017 徳島県吉野川市鴨島町上下島　１１９
徳島 小松島市 キョーエイ　小松島店 0885-35-0080 徳島県小松島市小松島町　字若井崎１０ー１
徳島 小松島市 ダイレックスダイレックス小松島店 08853-5-0169 徳島県小松島市日開野町字弥三次　９ー６
徳島 小松島市 ディスカウントドラッグコスモス　中田駅店 0885-35-0159 徳島県小松島市中郷町西野　１ー２６
徳島 小松島市 レデイ薬局　くすりのレデイ羽ノ浦店 0885-34-9221 徳島県小松島市大林町字高橋　５１番地
徳島 松茂町 キョーエイ　松茂店 088-699-6600 徳島県板野郡松茂町広島字中ハリ　３ー１
徳島 松茂町 ディスカウントドラッグコスモス　松茂店 088-699-0260 徳島県板野郡松茂町中喜来稲本　２１７ー１



徳島 石井町 キョーエイ　石井店 088-674-3053 徳島県名西郡石井町石井字石井　６７１ー１
徳島 石井町 マルイドラッグ石井店 0886-75-0411 徳島県名西郡石井町高川原　字天神５４４ー１
徳島 東みよし町 キョーエイ　三加茂店 0883-82-4471 徳島県三好郡東みよし町加茂　１６９３
徳島 東みよし町 キリン堂　三好店 0883-76-1970 徳島県三好郡東みよし町加茂　２５６８ー２
徳島 徳島市 キョーエイ　沖浜店 088-611-0077 徳島県徳島市山城西４ー２９ー１
徳島 徳島市 キョーエイ　住吉店 088-625-9881 徳島県徳島市住吉６ー２５
徳島 徳島市 キリン堂　昭和店 088-612-0560 徳島県徳島市昭和町５ー２３
徳島 徳島市 キリン堂田宮店 088-637-0703 徳島県徳島市北田宮１丁目３ー５
徳島 徳島市 くすりキリン堂　助任橋店 088-657-6255 徳島県徳島市南常三島町　１丁目５番
徳島 徳島市 ダイレックスダイレックス住吉店 088-611-2502 徳島県徳島市住吉６ー１７２
徳島 徳島市 ダイレックスダイレックス田宮店 088-634-0266 徳島県徳島市北田宮　２ー４７９ー１
徳島 徳島市 ドラッグストアmac矢三店 088-634-4747 徳島県徳島市南矢三町　３ー５ー４３ー１０１号
徳島 徳島市 ドラッグストアチャーリー　沖浜店 088-655-3211 徳島県徳島市沖浜３ー５
徳島 徳島市 ドラッグストアチャーリー　佐古店 088-611-5801 徳島県徳島市佐古八番町１ー１
徳島 徳島市 マルナカ　徳島店 088-663-8840 徳島県徳島市西新浜町　１ー４５ー１
徳島 徳島市 ヤマダ電機　テックランド徳島本店 088-634-2711 徳島県徳島市中吉野町　４丁目１ー１
徳島 徳島市 レデイ薬局　Ｌ国府店 088-643-2888 徳島県徳島市国府町府中　８１４ー１
徳島 徳島市 レデイ薬局　Ｌ新浜店 088-663-6330 徳島県徳島市西新浜町１ー１ー１
徳島 徳島市 レデイ薬局　Ｌ八万店 088-602-1131 徳島県徳島市南二軒屋町　２丁目４番２８号
徳島 徳島市 レデイ薬局　Ｌ矢三店 088-634-1022 徳島県徳島市南矢三町　２丁目１番６４号
徳島 美馬市 ダイレックスダイレックス脇町店 0883-53-2171 徳島県美馬市脇町猪尻　字八幡神社下南　１６８ー１
徳島 美馬市 ドラッグセイムス　美馬店 0883-55-2131 徳島県美馬市美馬町字谷口６ー２
徳島 北島町 キョーエイ　ケイ・ツー北島店 0886-98-9011 徳島県板野郡北島町江尻小分１０
徳島 北島町 キリン堂　北島店 088-697-3477 徳島県板野郡北島町江尻　字松ノ本２５ー１
徳島 北島町 レデイ薬局　Ｌ北島店 088-683-2620 徳島県板野郡北島町鯛浜　字西中野９７番地
徳島 北島町 レデイ薬局　Ｍ２１北島コスメ店 088-697-3056 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須　１７４
徳島 鳴門市 キリン堂　鳴門店 088-684-4127 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島　１１０
徳島 鳴門市 ザグザグ　鳴門店 088-684-5123 徳島県鳴門市大津町吉永　４３６ー２
徳島 鳴門市 ダイレックスダイレックス鳴門店 0886-84-0182 徳島県鳴門市撫養町斎田字大堤　１０９
徳島 鳴門市 ドラッグストアモリ鳴門駅前店 088-677-9366 徳島県鳴門市撫養町小桑島前浜　２５６ー１
徳島 藍住町 イズミ　ゆめタウン　徳島店 088-693-0123 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須　８８ー１
徳島 藍住町 ドラッグストアモリ藍住店 088-624-7833 徳島県板野郡藍住町勝瑞新田　１番地１
徳島 藍住町 ホームセンターコーナン　徳島藍住店 088-637-3570 徳島県板野郡藍住町　住吉千鳥ヶ浜８７ー２
鳥取 岩美町 ゴダイドラッグ　岩美店 0857-73-5560 鳥取県岩美郡岩美町浦富３２９６
鳥取 境港市 ＰＬＡＮＴ－５境港店　２部門 0859-47-5611 鳥取県境港市竹内団地２７６
鳥取 境港市 スーパーセンタートライアル境港店 0859-47-5550 鳥取県境港市夕日ヶ丘　２丁目８番地
鳥取 琴浦町 スーパーセンタートライアル琴浦店 0858-52-6655 鳥取県東伯郡琴浦町大字逢束　１２７３
鳥取 出雲市 スーパーセンタートライアル　出雲斐川店 0853-73-7725 鳥取県出雲市斐川町直江　５１３５ー１
鳥取 倉吉市 シンヤクドー　倉吉北店 0858-26-6333 鳥取県倉吉市福庭町２ー７１



鳥取 倉吉市 スーパーホームセンターいない　倉吉中央店本館 0858-47-3171 鳥取県倉吉市下田中町９４７ー２
鳥取 智頭町 ゴダイドラッグ　智頭店 0858-75-6255 鳥取県八頭郡智頭町大字市瀬　１５３５ー１
鳥取 鳥取市 いない　ドラッグ１７１丸山店 0857-23-4171 鳥取県鳥取市丸山町３０５ー９
鳥取 鳥取市 コクミンドラッグ　シャミネ鳥取店 0857-27-6524 鳥取県鳥取市東品治町１１１ー１
鳥取 鳥取市 ゴダイドラッグ　鳥取店 0857-36-0095 鳥取県鳥取市安長２５９ー１
鳥取 鳥取市 ゴダイドラッグ　用瀬店 0858-87-6050 鳥取県鳥取市用瀬町別府９５ー２
鳥取 鳥取市 シンヤクドー　アピー店 0857-37-4116 鳥取県鳥取市叶３０５
鳥取 鳥取市 シンヤクドー　湖山店 0857-38-3030 鳥取県鳥取市湖山町東１ー１２３
鳥取 鳥取市 ディスカウントドラッグコスモス　千代水店 0857-32-2203 鳥取県鳥取市千代水４丁目７３
鳥取 鳥取市 ドラッグストアイヌイ 0857-53-5805 鳥取県鳥取市宮長２４６外上
鳥取 鳥取市 ドラッグストアエース　スーパーモール鳥取店 0857-39-8710 鳥取県鳥取市古海　字西加路田５９０
鳥取 鳥取市 ドラッグストアエース興南町店 0857-50-0281 鳥取県鳥取市興南町　３９ー２
鳥取 鳥取市 ナフコ　ホームプラザナフコ鳥取店 0857-38-3271 鳥取県鳥取市晩稲１４０
鳥取 鳥取市 ミモザ　鳥取店 0857-30-2323 鳥取県鳥取市千代水　２丁目７３
鳥取 鳥取市 メガセンタートライアル鳥取千代水 0857-38-8877 鳥取県鳥取市千代水４丁目　２７番地
鳥取 日吉津村 イオン日吉津店 0859-37-0500 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津　１１６０ー１
鳥取 伯耆町 ココカラファイン　伯耆店 0859-68-3950 鳥取県西伯郡伯耆町大殿９５２
鳥取 伯耆町 ディスカウントドラッグ　コスモス　伯耆町店 0859-68-6636 鳥取県西伯郡伯耆町大殿　７０６
鳥取 八頭町 イヌイ薬局郡家中央店 0858-72-6650 鳥取県八頭郡八頭町宮谷　２４８ー１
鳥取 米子市 サンドラッグ皆生店 0859-38-0370 鳥取県米子市皆生４ー７ー１５
鳥取 米子市 サンドラッグ西福原店 0859-37-5060 鳥取県米子市西福原　９ー１２８６ー６
鳥取 米子市 シンヤクドー　旗ケ崎店 0859-24-3133 鳥取県米子市旗ケ崎　６ー１６ー２８
鳥取 米子市 シンヤクドー　宗像店 0859-39-7371 鳥取県米子市宗像５２９ー２
鳥取 米子市 シンヤクドー　両三柳店 0859-32-0339 鳥取県米子市両三柳５８ー８
鳥取 米子市 スーパーセンタートライアル　米子大谷店 0859-36-0600 鳥取県米子市大谷町　２８番地
鳥取 米子市 ウェルネスイオン米子駅前店 0859-36-5020 鳥取県米子市末広町３１１　イオン米子駅前店１Ｆ
鳥取 米子市 ドラッグストアウェルネス角盤店 0859-31-6120 鳥取県米子市角盤町３ー８４
鳥取 米子市 ドラッグストアウェルネス旗ヶ崎店 0859-30-0220 鳥取県米子市旗ヶ崎６ー２ー４７
鳥取 米子市 ドラッグストアウェルネス夜見店 0859-48-0310 鳥取県米子市夜見町２９２１ー８
鳥取 米子市 ディスカウントドラッグコスモス　皆生店 0859-38-8008 鳥取県米子市新開１ー４ー３５
鳥取 米子市 ディスカウントドラッグコスモス　目久美店 0859-36-5080 鳥取県米子市目久美町２４４ー１
鳥取 米子市 ナフコ　ホームプラザナフコ米子東店 0859-56-1031 鳥取県米子市淀江町佐陀９７７
鳥取 米子市 ホープタウン 0859-34-3200 鳥取県米子市米原２ー１ー１
鳥取 米子市 ホームセンターコーナン　米子河崎店 0859-30-0850 米子市河崎３２４８－１
広島 安芸区 スーパードラッグひまわり船越店 082-821-1919 広島県広島市安芸区船越南　２ー１３ー４
広島 安芸区 レデイ薬局　Ｌ矢野駅前店 082-889-5561 広島県広島市安芸区矢野西　４ー３ー１４
広島 安芸高田市 イズミ　ゆめタウン吉田店 08264-2-1400 広島県安芸高田市吉田町吉田　５９４ー１
広島 安芸高田市 ウォンツ吉田店 0826-47-1101 広島県安芸高田市吉田町吉田　９６０ー１
広島 安芸高田市 ディスカウントドラッグコスモス　安芸高田店 0826-47-4188 広島県安芸高田市吉田町吉田　１６９ー１



広島 安芸太田町 くすりのフレンド 08262-2-2047 広島県山県郡安芸太田町加計　３２６９ー１
広島 安佐南区 イオン広島祇園店 082-846-1000 広島県広島市安佐南区祇園　３丁目２ー１
広島 安佐南区 イズミ　ゆめタウン安古市店 082-872-1333 広島県広島市安佐南区高取北　１ー６ー１
広島 安佐南区 イズミ　ゆめタウン祇園店 082-874-8111 広島県広島市安佐南区西原　５ー１９ー４４
広島 安佐南区 ザ．ビッグ　安古市店 082-877-7811 広島県広島市安佐南区大町東　３ー８ー３８
広島 安佐南区 ザグザグ　古市店 082-831-2552 広島県広島市安佐南区古市　３ー２１ー４
広島 安佐南区 ウォンツ安古市店 082-872-7081 広島県広島市安佐南区相田　１ー１ー４４
広島 安佐南区 ウォンツ沼田伴店 082-849-6500 広島県広島市安佐南区伴東　七丁目６１番１号
広島 安佐南区 ウォンツ八木城南店 082-830-2210 広島県広島市安佐南区八木　１丁目２８番ー９号
広島 安佐南区 ウォンツ八木店 082-830-2780 広島県広島市安佐南区八木　５ー５ー３３
広島 安佐南区 ウォンツ緑井店 082-877-4115 広島県広島市安佐南区緑井　３ー１７ー２０
広島 安佐南区 ドラッグセガミ　西原店 082-832-2311 広島県広島市安佐南区西原　６ー９ー３６
広島 安佐南区 ドラッグセガミ　大町店 082-831-2210 広島県広島市安佐南区大町西　１ー１３ー４３
広島 安佐南区 ドラッグセガミ山本店 082-875-1861 広島県広島市安佐南区山本　３丁目１２ー６
広島 安佐南区 ナフコ　ホームプラザナフコ沼田店 082-848-7790 広島県広島市安佐南区伴東　５丁目１３番１７号
広島 安佐南区 ナフコ　ホームプラザナフコ西風新都店 082-849-2811 広島県広島市安佐南区大塚西　３ー２ー３３
広島 安佐南区 レデイ薬局　Ｌ上安店 082-830-3300 広島県広島市安佐南区上安　５ー２１
広島 安佐南区 レデイ薬局　Ｌ川内店 082-830-6331 広島県広島市安佐南区川内　６ー２７ー２５
広島 安佐南区 レデイ薬局　Ｌ長楽寺店 082-832-7511 広島県広島市安佐南区長楽寺　１ー３ー１６
広島 安佐南区 レデイ薬局　Ｌ毘沙門店 082-831-1700 広島県広島市安佐南区毘沙門台　２ー４３ー１２
広島 安佐北区 スーパードラッグひまわり可部店 082-812-0303 広島県広島市安佐北区亀山　２ー２５ー９ー２
広島 安佐北区 スーパードラッグひまわり可部店 082-562-2275 広島県広島市安佐北区可部　８丁目１３番７号
広島 安佐北区 ウォンツアクロスプラザ高陽店 082-841-5611 広島県広島市安佐北区深川　５ー３０ー３８
広島 安佐北区 ウォンツ亀山店 082-814-3030 広島県広島市安佐北区亀山　３ー３ー１９
広島 安佐北区 ウォンツ高陽矢口店 082-845-7077 広島県広島市安佐北区口田　１ー２１ー２３
広島 安佐北区 ウォンツ高陽落合店 082-841-4077 広島県広島市安佐北区落合　１ー４５ー１３
広島 安佐北区 ウォンツ三入店 082-810-5501 広島県広島市安佐北区三入　３丁目１７番１号
広島 安佐北区 ナフコ　ホームプラザナフコ安佐北店（別館生活館） 082-815-1981 広島県広島市安佐北区亀山９丁目　１３ー１４ー１２
広島 安佐北区 ナフコ　ホームプラザナフコ高陽店 082-844-1381 広島県広島市安佐北区小河原町　１４８ー１
広島 海田町 イオン海田店 082-823-1121 広島県安芸郡海田町南大正町　３ー３０
広島 海田町 くすりのレデイ　Ｌ海田店 082-821-5660 広島県安芸郡海田町南本町　１番３号
広島 熊野町 ウォンツ熊野店 082-854-3160 広島県安芸郡熊野町萩原　９ー１４ー１７
広島 熊野町 ウォンツ熊野平谷店 082-855-6377 広島県安芸郡熊野町平谷　４ー１ー１０
広島 呉市 ＳＤリアル呉店 0823-24-8736 広島県呉市中通３ー５ー３　ポポロ呉館２Ｆ
広島 呉市 イズミ　ゆめタウン呉店 0823-21-6622 広島県呉市宝町５ー１０
広島 呉市 くすりのレデイ　Ｌ広古新開店 0823-27-3663 広島県呉市広古新開　３丁目５番３３号
広島 呉市 ザ・ビッグ　焼山店 0823-34-0222 広島県呉市焼山北　１ー２１ー１
広島 呉市 スーパードラッグひまわり広中央店 0823-27-3881 広島県呉市広中町１番２５号
広島 呉市 スーパードラッグひまわり焼山店 0823-30-5380 広島県呉市焼山西　３ー５ー５



広島 呉市 ウォンツ警固屋店 0823-20-2611 広島県呉市警固屋４ー９ー２０
広島 呉市 ウォンツ呉パルス通り店 0823-32-0710 広島県呉市中通三丁目　４番１０号
広島 呉市 ウォンツ広白石店 0823-76-5655 広島県呉市広白石１ー３ー３５
広島 呉市 ウォンツ広本町店 0823-76-0955 広島県呉市広本町　３ー２１ー１
広島 呉市 ウォンツ焼山店 0823-30-3200 広島県呉市焼山此原町　２２ー１１
広島 呉市 ディスカウントドラッグコスモス　焼山北店 0823-30-6776 広島県呉市焼山北３丁目１ー２０
広島 呉市 ナフコ　ナフコＦＣ光町店 0823-25-7477 広島県呉市海岸４ー１６ー３
広島 呉市 ナフコ　ホームプラザナフコ広店 0823-76-0701 広島県呉市広本町３ー１２ー１
広島 江田島市 イズミ　ゆめタウン江田島店 0823-57-7000 広島県江田島市大柿町飛渡瀬
広島 江田島市 ウォンツ江田島店 0823-42-1926 広島県江田島市江田島町江南　１ー５ー１
広島 江田島市 ナフコ　ホームプラザナフコ江田島店 0823-42-5055 広島県江田島市江田島町江南　１ー９ー２１
広島 佐伯区 ザ・ビッグ　五日市店 082-928-5151 広島県広島市佐伯区八幡　２ー２４ー３２
広島 佐伯区 ウォンツ海老園店 082-943-5850 広島県広島市佐伯区海老園　３ー１９ー２２
広島 佐伯区 ウォンツ隅の浜店 082-925-0551 広島県広島市佐伯区隅の浜　２ー１２ー１４
広島 佐伯区 ウォンツ五日市コイン通り店 082-943-8510 広島県広島市佐伯区五日市中央　１ー１ー３
広島 佐伯区 ウォンツ波出石店 082-943-5205 広島県広島市佐伯区五日市中央　７ー１６ー６
広島 佐伯区 ウォンツ八幡西店 082-926-4410 広島県広島市佐伯区八幡東　３ー１９ー８
広島 佐伯区 ホームセンターコーナン　石内バイパス店 082-926-3108 広島県広島市佐伯区五日市町　大字石内４８９番地１
広島 佐伯区 レデイ薬局　Ｌ五日市店 082-943-5655 広島県広島市佐伯区五日市　７ー３ー１５
広島 佐伯区 岩崎宏健堂　クスリ岩崎チェーン五日市城山店 082-943-9010 広島県広島市佐伯区城山　１ー１４ー１７
広島 坂町 ＤＣＭダイキ坂店 082-886-3588 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜　２丁目１ー４８
広島 坂町 ウォンツ坂店 082-885-8511 広島県安芸郡坂町平成ケ浜　２丁目２ー１０
広島 三原市 ＤＣＭダイキ三原円一店 0848-36-6501 広島県三原市円一町　２ー１８３４ー１０
広島 三原市 イオン三原店 0848-62-3781 広島県三原市城町２ー１３ー１
広島 三原市 コスモス薬品　三原本郷店 0848-85-0776 広島県三原市本郷南　３丁目２０ー２１
広島 三原市 スーパードラッグひまわり宮浦店 0848-61-4715 広島県三原市宮浦　５ー１６ー１６
広島 三原市 スーパードラッグひまわり三原中央店 0848-38-7275 広島県三原市皆実　１丁目２５番１号
広島 三原市 ウォンツ三原宮浦店 0848-61-0610 広島県三原市宮浦６ー１ー１
広島 三原市 ウォンツ本郷店 0848-60-6077 広島県三原市下北方　１丁目７ー１５
広島 三原市 ディスカウントドラッグコスモス　宮浦店 084-861-3211 広島県三原市宮浦　６丁目１７ー１６
広島 三原市 ナフコ　ホームプラザナフコ本郷店 0848-85-0661 広島県三原市下北方　１ー１４ー１０
広島 三原市 レデイ薬局　Ｍ２１三原コスメ店 0848-61-0011 広島県三原市円一町　１ー１ー７
広島 三次市 スーパードラッグひまわり三次西店 0824-64-7500 広島県三次市十日市中　１ー７ー１
広島 三次市 スーパードラッグひまわり三次町店 0824-65-2512 広島県三次市三次町１５７ー１
広島 三次市 スーパードラッグひまわり三次東店 0824-64-7890 広島県三次市南畑敷町　１２７ー１
広島 三次市 ダイレックスダイレックス三次東店 0824-64-5055 広島県三次市南畑敷町　５００番地１７
広島 三次市 ウォンツ三次十日市 0824-65-1000 広島県三次市十日市西　１ー１ー２８
広島 三次市 ウォンツ三次店 0824-64-8600 広島県三次市南畑敷町　１４０ー２
広島 三次市 ウォンツ三次東店 0824-64-7870 広島県三次市南畑敷町　３３０ー１



広島 三次市 ディスカウントドラッグコスモス　十日市店 0824-64-8188 広島県三次市十日市西　６丁目８ー１３
広島 三次市 ディスカウントドラッグコスモス　畠敷店 0824-65-6711 広島県三次市畠敷町３７７ー１
広島 三次市 ナフコ　ホームプラザナフコ三次店 0824-64-6120 広島県三次市東酒屋町　３８０ー１
広島 庄原市 ザ．ビッグ　庄原店 08247-2-3331 広島県庄原市板橋町　１５０ー１
広島 庄原市 ザグザグ　庄原店 0824-75-0560 広島県庄原市戸郷町８４
広島 庄原市 ザグザグ　東城店 08477-3-0223 広島県庄原市東城町川東　１３２７
広島 庄原市 ウォンツ庄原店 0824-75-4555 広島県庄原市西本町　２ー１８ー２３
広島 世羅町 コスモス薬品　世羅店 0847-25-0078 広島県世羅郡世羅町本郷　９６０ー１
広島 世羅町 ザグザグ　世羅店 0847-25-5039 広島県世羅郡世羅町西上原　８７８
広島 世羅町 ウォンツ世羅店 0847-25-0031 広島県世羅郡世羅町大字寺町　１５４７ー３
広島 西区 くすりのレデイ　Ｌ井口店 082-275-5730 広島県広島市西区井口　５丁目１９番８号
広島 西区 ウォンツ井口明神店 082-270-3117 広島県広島市西区井口明神　１丁目１番１０号
広島 西区 ウォンツ横川店 082-232-1530 広島県広島市西区横川町　３ー２ー１９
広島 西区 ウォンツ観音店 082-297-7167 広島県広島市西区南観音　７ー４ー２４
広島 西区 ウォンツ己斐駅前店 082-507-5211 広島県広島市西区己斐本町　１ー９ー２４
広島 西区 ウォンツ己斐上店 082-527-0101 広島県広島市西区己斐上　１ー１１ー５２
広島 西区 ウォンツ三篠店 082-230-0777 広島県広島市西区三篠北町　１ー１５
広島 西区 レデイ薬局　Ｌ庚午南店 082-507-0051 広島県広島市西区庚午南　２ー３４ー２１
広島 西区 レデイ薬局　Ｌ南観音店 082-532-0311 広島県広島市西区南観音　８ー４ー１７
広島 大竹市 イズミ　ゆめタウン大竹店 0827-57-8000 広島県大竹市晴海　１ー６ー１
広島 大竹市 スーパーセンタートライアル大竹店 0827-59-1100 広島県大竹市晴海　２丁目１０番地４８
広島 大竹市 ウォンツ大竹店 0827-52-7445 広島県大竹市油見　３ー２０ー８
広島 大竹市 ディスカウントドラッグコスモス　大竹店 0827-54-0067 広島県大竹市東栄　１丁目１ー１２
広島 竹原市 スーパードラッグひまわり竹原店 0846-24-6550 広島県竹原市竹原町　３５３８番地３
広島 竹原市 ウォンツ竹原店 0846-23-0277 広島県竹原市竹原町下新開　３５５４ー２
広島 中区 ＳＤリアル舟入店 082-292-2766 広島県広島市中区舟入川口町９
広島 中区 ココカラファイン　広島本通店 082-545-0560 広島県広島市中区本通５ー８
広島 中区 ザグザグ光南店 082-246-8121 広島県広島市中区光南１丁目　１６ー２７
広島 中区 ウォンツえびす通り店 082-545-5088 広島県広島市中区堀川町　６ー１９
広島 中区 ウォンツ吉島店 082-544-2130 広島県広島市中区吉島西　２ー１５ー１２
広島 中区 ウォンツ江波店 082-503-4800 広島県広島市中区江波西　１ー２４ー５０　マダムジョイ江波店内
広島 中区 ウォンツ平和大通店 082-541-6870 広島県広島市中区中町　７ー１６
広島 中区 ウォンツ本通Ⅱ店 082-545-1301 広島県広島市中区本通３ー５
広島 中区 ウォンツ本通店 082-545-7877 広島県広島市中区本通　８ー２６
広島 東区 ザ・ビッグ　戸坂店 082-229-5555 広島県広島市東区戸坂山崎町　８ー１３
広島 東区 スーパードラッグひまわり中山店 082-824-8485 広島県広島市東区中山東　３ー１ー１７
広島 東区 ウォンツフォレオ広島東店 082-508-6601 広島県広島市東区温品　１ー３ー２
広島 東区 ウォンツ下温品店 082-289-2233 広島県広島市東区温品　７ー１１ー３４
広島 東区 ウォンツ光町店 082-262-8182 広島県広島市東区光町　２ー７ー１１



広島 東広島市 ＭｒＭａｘ　八本松店 0824-28-7633 広島県東広島市八本松町飯田　字大山２００６
広島 東広島市 イズミ　ゆめタウン学園店 0824-23-1361 広島県東広島市西条下見　６ー２ー３２
広島 東広島市 イズミ　ゆめタウン黒瀬店 0823-82-5511 広島県東広島市黒瀬町楢原　１００ー１
広島 東広島市 イズミ　ゆめタウン東広島店 0824-23-1111 広島県東広島市西条町土与丸　９６０
広島 東広島市 コスモス薬品　土与丸店 082-493-6668 広島県東広島市西条町土与丸　１１９８ー１
広島 東広島市 スーパードラッグひまわり東広島店 082-422-0535 広島県東広島市西条町御薗宇　６５０８ー１
広島 東広島市 ダイレックスダイレックス東広島店 0824-31-4732 広島県東広島市西条中央　３ー１８３０ー２
広島 東広島市 ウォンツ西条西店 0824-31-3611 広島県東広島市西条町寺家　３７９１ー１
広島 東広島市 ウォンツ西条中央店 0824-31-3361 広島県東広島市西条中央　３ー３ー１５
広島 東広島市 ウォンツ八本松店 0824-27-0101 広島県東広島市八本松東　７ー８ー１０
広島 東広島市 ディスカウントドラッグコスモス　寺家店 082-493-6818 広島県東広島市西条町寺家　５０１６ー１
広島 東広島市 ナフコ　ホームプラザナフコ東広島店 082-431-5171 広島県東広島市西条町下見　７丁目４番１号
広島 東広島市 マツモトキヨシ薬マツモトキヨシフレスタ西条店 082-493-8022 広島県東広島市西条中央　４丁目１ー１
広島 東広島市 レデイ薬局　Ｌ広島西条店 082-493-8472 広島県東広島市西条町寺家　６５８６ー１２
広島 東広島市 岩崎宏健堂　クスリ岩崎チェーン東広島高屋店 0824-20-4050 広島県東広島市高屋町杵原　１７７６
広島 南区 イオンみゆき店 082-255-1263 広島県広島市南区宇品御幸　１ー９ー１２
広島 南区 イオン宇品店 082-256-0310 広島県広島市南区宇品東　６ー１ー５４
広島 南区 スーパードラッグひまわり宇品店 082-255-6355 広島県広島市南区宇品西　６ー６ー３
広島 南区 ウォンツ皆実町店 082-250-0660 広島県広島市南区皆実町　５ー２０ー９
広島 南区 ウォンツ大州店 082-283-8031 広島県広島市南区大州　３ー７ー１０
広島 南区 ウォンツ東雲店 082-890-3801 広島県広島市南区東雲本町　２ー４ー１９
広島 南区 ドラッグセガミ　広島新幹線口店 082-568-1160 広島県広島市南区松原町　１ー２
広島 南区 ドラッグセガミ　東雲店 082-890-1181 広島県広島市南区東雲本町　２ー１６ー４
広島 南区 ビックカメラ広島駅前店 082-506-1111 広島県広島市南区松原町５ー１　ＢＩＧＦＲＯＮＴひろしま内
広島 南区 ホームセンターコーナン　宇品店 082-250-6030 広島市南区宇品西６－５－３
広島 南区 ゆめタウン　広島店 082-252-8423 広島県広島市南区皆実町　２ー８ー１７
広島 廿日市市 イズミ　ゆめタウン　廿日市店 0829-34-1311 広島県廿日市市下平良　２丁目２番１号
広島 廿日市市 ザ．ビッグ　宮内店 0829-38-1000 広島県廿日市市宮内　１２６８ー１
広島 廿日市市 スーパードラッグひまわり　陽光台店 0829-30-6340 広島県廿日市市陽光台　３丁目１番２
広島 廿日市市 ウォンツ阿品台店 0829-20-3375 広島県廿日市市阿品　４ー３２ー６０
広島 廿日市市 ウォンツ宮内店 0829-37-0027 広島県廿日市市宮内　４４７９
広島 廿日市市 ウォンツ佐方店 082-920-1027 広島県廿日市市佐方　４ー２ー２０
広島 廿日市市 ウォンツ大野店 0829-50-5580 広島県廿日市市大野中央　５ー１ー４５
広島 廿日市市 ウォンツ鷹の巣店 0829-40-0177 広島県廿日市市永原１２４１
広島 廿日市市 ドラッグセガミ　宮内店 0829-37-1751 広島県廿日市市宮内４４５０
広島 廿日市市 ホームセンターコーナン　廿日市陽光台店 0829-37-1560 広島県廿日市市陽光台４丁目　３－３
広島 尾道市 イオン尾道店 0848-23-3100 広島県尾道市天満町１７ー２３
広島 尾道市 コスモス薬品　向島店 0848-20-6505 広島県尾道市向島町５５８３ー４
広島 尾道市 コスモス薬品　尾道東店 0848-56-2717 広島県尾道市高須町６２８ー２



広島 尾道市 スーパードラッグひまわり　向島モール店 0848-36-5451 広島県尾道市向島町５３９番地１
広島 尾道市 スーパードラッグひまわり　尾道西店 0848-20-1085 広島県尾道市新浜１ー７ー１
広島 尾道市 スーパードラッグひまわり　尾道東店 0848-55-3578 広島県尾道市高須町　４７９５ー６
広島 尾道市 スーパードラッグひまわり向東店 0848-38-1015 広島県尾道市向東町　８９１９ー１
広島 尾道市 スーパードラッグひまわり瀬戸田店 0845-27-3332 広島県尾道市瀬戸田町中野　字佐満堂４０８番２
広島 尾道市 ダイレックスダイレックス東尾道店 0848-56-2110 広島県尾道市東尾道　１７ー２
広島 尾道市 ウォンツ御調店 0848-77-0250 広島県尾道市御調町市　１８９ー１
広島 尾道市 ウォンツ三成店 0848-24-5480 広島県尾道市美ノ郷町三成　１６３３
広島 府中市 ザグザグ　中須店 0847-40-3141 広島県府中市中須町　４５ー１
広島 府中市 スーパードラッグひまわり府中店 0847-40-0240 広島県府中市高木町２０６ー１
広島 府中市 ウォンツ府中店 0847-47-1120 広島県府中市鵜飼町６０５
広島 府中町 ＳＤリアル府中店 082-510-4147 広島県安芸郡府中町大須　１ー１１ー１６　業務スーパ２Ｆ
広島 府中町 ウォンツ府中新地店 082-890-0160 広島県安芸郡府中町新地　２番１６号
広島 府中町 ウォンツ府中本町店 082-890-3170 広島県安芸郡府中町本町　４ー１２
広島 福山市 Ｍｒ．Ｍａｘ　リム・ふくやま店 084-973-1150 広島県福山市西町１丁目１番１
広島 福山市 Ｍｒ．Ｍａｘ　新神辺店 084-963-7711 広島県福山市神辺町川北　１５３３
広島 福山市 イトーヨーカドー　福山店 0849-71-0091 広島県福山市入船町３ー１ー６０
広島 福山市 きらら 0849-34-8701 広島県福山市松永町　２ー１ー１６
広島 福山市 くすりのラブ御幸店 0849-49-3335 広島県福山市御幸町上岩成　４６４ー８
広島 福山市 コスモス薬品　引野店 084-940-5750 広島県福山市引野町１丁目　１２－３２
広島 福山市 コスモス薬品　駅家店 084-977-0102 広島県福山市駅家町倉光４４ー１
広島 福山市 コスモス薬品　山手店 084-949-2121 広島県福山市山手町　４ー２ー１７
広島 福山市 コスモス薬品　春日町店 0849-46-6477 広島県福山市春日町　１ー６ー４５
広島 福山市 コスモス薬品　多治米店 084-920-3188 広島県福山市多治米町　２丁目１０－１５
広島 福山市 コスモス薬品　福山新涯店 084-981-5150 広島県福山市新涯町　２ー８ー１２
広島 福山市 ザグザグ　駅家店 084-970-1131 広島県福山市駅家町近田　２６５
広島 福山市 ザグザグ　山手店 084-949-0139 広島県福山市山手町６ー４ー７
広島 福山市 ザグザグ　曙店 084-981-1635 広島県福山市曙町　３ー２７８ー２
広島 福山市 ザグザグ　松永店 084-930-4139 広島県福山市今津町３ー８ー６０
広島 福山市 ザグザグ　沼南店 084-980-0132 広島県福山市沼隈町草深　１９７３ー１
広島 福山市 ザグザグ　新市店 0847-54-0577 広島県福山市新市町戸手　９８４ー１
広島 福山市 ザグザグ　神辺店 084-960-3393 広島県福山市神辺町川北１４３５
広島 福山市 ザグザグ　水呑店 084-920-5060 広島県福山市水呑町　５０街区５
広島 福山市 ザグザグ　多治米店 084-920-3141 広島県福山市多治米町　５丁目　２３ー３９
広島 福山市 ザグザグ　大門店 084-946-4170 広島県福山市大門町　２ー２３ー４６
広島 福山市 ザグザグ　南蔵王店 084-973-1139 広島県福山市南蔵王町　２ー１８ー２９
広島 福山市 ザグザグ　福山三吉店 084-973-5015 広島県福山市三吉町　１ー５ー１
広島 福山市 サプラス緑町 084-982-5950 広島県福山市緑町２番　１－２
広島 福山市 スーパードラッグひまわり　グラン春日店 0849-46-5558 広島県福山市春日町　５ー３ー２１



広島 福山市 スーパードラッグひまわり　三吉店 0849-26-7655 広島県福山市三吉町　４ー８ー３４
広島 福山市 スーパードラッグひまわりグラン松永店 084-930-6886 広島県福山市松永町　６ー７ー３
広島 福山市 スーパードラッグひまわりププレ　蔵王店 084-928-4158 広島県福山市南蔵王町　４丁目４－３５
広島 福山市 スーパードラッグひまわり今津店 084-934-9500 広島県福山市今津町　７ー１５ー４５
広島 福山市 スーパードラッグひまわり春日東店 084-945-6878 広島県福山市春日町　７ー２ー１８
広島 福山市 スーパードラッグひまわり松浜店 084-920-9837 広島県福山市松浜町　２ー３ー２５
広島 福山市 スーパードラッグひまわり新涯店 0849-81-2108 広島県福山市西新涯町　２ー１０ー１１
広島 福山市 スーパードラッグひまわり神辺店 0849-60-3180 広島県福山市神辺町川北　上石川１０８１ー１
広島 福山市 スーパードラッグひまわり東福山店 0849-40-3814 広島県福山市引野町　３ー３６ー２５
広島 福山市 スーパードラッグひまわり道上店 0849-63-8863 広島県福山市神辺町道上　十三軒屋２４ー１
広島 福山市 スーパードラッグひまわり本庄店 084-932-7977 広島県福山市南本庄　１ー１０ー１１
広島 福山市 スーパードラッグひまわり木之庄店 0849-32-7080 広島県福山市木之庄町　１ー４ー２５
広島 福山市 スーパードラッグひまわり緑町店 084-982-7110 広島県福山市緑町１番３０号
広島 福山市 ダイレックスダイレックス松永店 084-930-6115 広島県福山市松永町　３ー２８９ー１
広島 福山市 ダイレックスダイレックス福山店 084-920-2530 広島県福山市新涯町３ー９ー７
広島 福山市 ウォンツハピアス駅家店 084-977-1166 広島県福山市駅家町上山守　４５０ー１
広島 福山市 ウォンツ福山伊勢丘店 084-948-6566 広島県福山市伊勢丘　３ー３ー１
広島 福山市 ウォンツ福山幕山店 084-948-6301 広島県福山市幕山台　８ー１ー３３
広島 福山市 ディスカウントドラッグコスモス　南松永店 084-930-6018 広島県福山市南松永町　３丁目４ー１５
広島 福山市 ドラッグセイムス　サファ福山店 084-983-2017 広島県福山市瀬戸町大字山北　２２５番地
広島 福山市 ドラッグセイムス　福山柳津店 084-939-5637 広島県福山市柳津町　２丁目３番２８号
広島 福山市 ホームセンターコーナン　福山神辺店 084-960-3177 広島県福山市神辺町十九軒屋　２０５
広島 福山市 ヤマダ電機　テックランド福山店 084-973-6990 広島県福山市明神町　２ー１５ー３０　２Ｆ
広島 北広島町 ザグザグ　千代田店 0826-72-7239 広島県山県郡北広島町有田　１７５６
広島 北広島町 ウォンツ千代田店 0826-72-7141 広島県山県郡北広島町有田６０９
山口 宇部市 Ｍｒ．Ｍａｘ　宇部店 0836-58-1000 山口県宇部市東岐波１５６９ー１
山口 宇部市 イズミ　ゆめタウン宇部店 0836-44-5400 山口県宇部市妻崎開作４１１
山口 宇部市 コスモス薬品　宇部厚南店 0836-45-1918 山口県宇部市妻崎開作５２０ー１
山口 宇部市 スーパーセンタートライアル　宇部中央店 0836-37-0051 山口県宇部市中央町３丁目　１６ー２０
山口 宇部市 スーパーセンタートライアル宇部店 0836-29-6806 山口県宇部市北琴芝２ー２ー４５
山口 宇部市 スーパーセンタートライアル際波店 0836-44-1700 山口県宇部市厚南中央　二丁目１番２７号
山口 宇部市 ダイレックスダイレックス宇部店 0836-44-6240 山口県宇部市妻崎開作５６０
山口 宇部市 ウォンツ宇部琴芝店 0836-37-0655 山口県宇部市北琴芝　２ー１１ー４５
山口 宇部市 ウォンツ宇部厚南店 0836-45-3922 山口県宇部市厚南中央　一丁目７番４８号
山口 宇部市 ウォンツ宇部沼店 0836-37-0620 山口県宇部市沼３丁目５ー２０
山口 宇部市 ウォンツ宇部新川店 0836-38-0120 山口県宇部市島３ー５ー１
山口 宇部市 ウォンツ宇部西岐波店 0836-54-1011 山口県宇部市西岐波２４５０ー１
山口 宇部市 ディスカウントドラッグコスモス　厚南北店 0836-45-0778 山口県宇部市厚南北１丁目４ー７
山口 宇部市 ディスカウントドラッグコスモス　神原店 0836-37-2235 山口県宇部市神原２丁目１ー８



山口 宇部市 ディスカウントドラッグコスモス　西岐波店 0836-54-0505 山口県宇部市西岐波　２４４９ー１
山口 宇部市 ドラッグストアモリ宇部沖ノ旦店 0836-39-7988 山口県宇部市沖ノ旦　８３７番２
山口 宇部市 レデイ薬局　Ｍ２１宇部コスメ店 0836-32-2136 山口県宇部市明神町３ー１ー１
山口 宇部市 岩崎宏健堂　クスリ岩崎チェーン宇部西岐波店 0836-54-1010 山口県宇部市西岐波字浜田　１５５０ー１
山口 下関市 ＭｒＭａｘ　綾羅木店 0832-55-4300 山口県下関市綾羅木新町　３ー２ー１
山口 下関市 イズミ　ゆめシティ新下関店 0832-52-6333 山口県下関市伊倉新町　３丁目１番１号
山口 下関市 イズミ　ゆめタウン長府店 0832-48-5811 山口県下関市ゆめタウン１－１
山口 下関市 コスモス薬品　王喜店 083-281-2032 山口県下関市王喜本町　４丁目３ー１９
山口 下関市 サンキュードラッグ　サンキュードラッグ元町店 083-228-5539 山口県下関市元町５番５号
山口 下関市 サンキュードラッグ　綾羅木薬局 083-250-1539 山口県下関市古屋町１ー１１ー１
山口 下関市 サンキュードラッグ　彦島中央薬局 0832-61-5139 山口県下関市彦島本村町　７ー３ー９
山口 下関市 サンドラッグ下関新椋野店 083-228-1211 山口県下関市新椋野　１ー２ー２
山口 下関市 サンドラッグ下関長府店 0832-49-1870 山口県下関市長府才川　１ー４２ー３０
山口 下関市 スーパーセンタートライアル小月店 0832-81-2111 山口県下関市清末五毛１ー４ー１
山口 下関市 スーパーセンタートライアル新下関店 0832-63-3855 山口県下関市一の宮町　１丁目２番２７号
山口 下関市 セガミ薬局　シーモール店 0832-31-7226 山口県下関市竹崎町４ー４ー８
山口 下関市 ダイレックスダイレックス下関店 0832-63-3750 山口県下関市一の宮町　１ー４ー２０
山口 下関市 ドラッグストアモリ新下関店 083-227-2201 山口県下関市秋根北町　９番１２号
山口 下関市 ナフコ　ホームプラザナフコ川中店 083-252-2166 山口県下関市稗田西町１１ー２０
山口 下関市 ナフコ　ホームプラザナフコ長府店 083-248-4100 山口県下関市王司本町　３ー２ー１７
山口 下関市 ホームワイド新下関店 0832-63-3338 山口県下関市石原２７７
山口 下関市 岩崎宏健堂　クスリ岩崎チェーン下関安岡店 083-262-3350 山口県下関市梶栗町３丁目６ー６
山口 下関市 岩崎宏健堂　クスリ岩崎チェーン下関菊川店 083-288-1117 山口県下関市菊川町大字上岡枝　７６１番地１
山口 下松市 Ｍｒ．ＭａＸ　末武店 0833-41-5200 山口県下松市美里町　２丁目７番１号
山口 下松市 コスモス薬品　下松店 0833-48-2050 山口県下松市末武下４２３ー１
山口 下松市 スーパーセンタートライアル下松店 0833-45-2221 山口県下松市潮音町　１丁目１６番２０号
山口 下松市 ウォンツ下松店 0833-45-4300 山口県下松市望町３ー１６ー１３
山口 下松市 ドラッグストアモリ下松店 0833-48-8873 山口県下松市美里町　３丁目１６番２８号
山口 下松市 岩崎宏健堂　クスリ岩崎チェーン下松山田店 0833-46-2388 山口県下松市大字山田１５３
山口 下松市 岩崎宏健堂　下松花岡店 0833-45-4151 山口県下松市生野屋字国成　４３８ー１
山口 岩国市 イズミ　ゆめタウン南岩国店 0827-32-2111 山口県岩国市南岩国町　１ー２０ー３０
山口 岩国市 ウォンツ岩国まりふ店 0827-29-5551 山口県岩国市麻里布町　２ー９ー２３
山口 岩国市 ウォンツ周東店 0827-83-0801 山口県岩国市周東町下久原４３６
山口 岩国市 ウォンツ西岩国店 0827-44-2500 山口県岩国市錦見６ー１４ー３２
山口 岩国市 ウォンツ南岩国店 0827-32-6767 山口県岩国市南岩国町　１ー２０ー３６
山口 岩国市 ディスカウントドラッグコスモス　室の木店 0827-29-2771 山口県岩国市室の木町　１丁目７ー４５
山口 岩国市 ナフコ　ホームプラザナフコ玖珂店 0827-82-7300 山口県岩国市玖珂町６６７７ー１
山口 岩国市 岩崎宏健堂　クスリ岩崎チェーン南岩国店 0827-34-0800 山口県岩国市南岩国町　３丁目８番６３号
山口 岩国市 岩崎宏健堂　岩国錦見店 0827-44-0880 山口県岩国市錦見８ー８７ー１



山口 光市 イオン光店 0833-71-2922 山口県光市浅江字木園　１７５６ー１
山口 光市 ウォンツ光室積店 0833-75-1030 山口県光市室積新開２ー１２
山口 光市 ウォンツ光浅江店 0833-74-0321 山口県光市浅江５ー４ー１
山口 光市 岩崎宏健堂　小周防店 0833-76-0010 山口県光市小周防１６５０ー１
山口 山口市 ＤＣＭダイキ山口店 0839-21-1222 山口県山口市三和町１２ー２３
山口 山口市 イズミ　ゆめタウン山口店 0839-28-9500 山口県山口市大内千坊　六丁目９番１号
山口 山口市 ザ・ビッグ　大内店 0839-27-5600 山口県山口市大内長野５８１
山口 山口市 ダイレックスダイレックス山口店 083-921-3122 山口県山口市平井６５１ー１
山口 山口市 ウォンツ宮野店 083-921-6125 山口県山口市宮野下２８７９ー１
山口 山口市 ウォンツ山口小郡店 083-976-0517 山口県山口市小郡下郷　７９７ー８
山口 山口市 ウォンツ山口大内店 083-933-0811 山口県山口市大内御堀字下堀　９６２ー１
山口 山口市 ウォンツ上山口店 083-934-3363 山口県山口市三の宮　１丁目２ー４７
山口 山口市 ウォンツ徳佐店 083-956-2350 山口県山口市阿東徳佐中　３０６１ー１
山口 山口市 ドラッグストアモリ黒川店 083-976-4850 山口県山口市黒川６９８番地１
山口 山口市 ドラッグセガミ　山口小郡店 083-973-5163 山口県山口市小郡下郷　７６３ー２　小郡プラッツ内
山口 山口市 ナフコ　ホームプラザナフコ阿知須店 0836-65-5910 山口県山口市阿知須５８７０ー８
山口 山口市 ナフコ　ホームプラザナフコ山口店 083-925-0762 山口県山口市朝田７８０ー３
山口 山口市 ナフコ　ホームプラザナフコ大内店 083-927-5961 山口県山口市大内長野５６９ー１
山口 山口市 ナフコ　ホームプラザナフコ徳佐店 083-956-2071 山口県山口市阿東徳佐中　３７０８ー１
山口 山口市 ハイパーモールＭＥＲＸ山口　Ｍｒ．Ｍａｘ山口店 083-921-8300 山口県山口市黒川８２ー１
山口

山陽小野田
市

おしゃれ館　ベニヤ 0836-84-5010 山口県山陽小野田市西高泊ワカリ　６４０ー１　アルク小野田店内
山口

山陽小野田
市

ダイレックスダイレックス小野田店 0836-83-7237 山口県山陽小野田市日の出　２丁目４ー１
山口

山陽小野田
市

ウォンツ厚狭店 0836-71-1130 山口県山陽小野田市厚狭１０６５
山口

山陽小野田
市

ウォンツ小野田店 0836-81-5155 山口県山陽小野田市中川　３ー１０ー１７
山口

山陽小野田
市

ディスカウントドラッグコスモス　丸河内店 0836-81-3337 山口県山陽小野田市丸河内　１０３２ー５
山口

山陽小野田
市

ディスカウントドラッグコスモス　東高泊店 0836-81-5477 山口県山陽小野田市東高泊　１０４８ー１
山口

山陽小野田
市

ドラッグストアモリ小野田店 0836-39-5239 山口県山陽小野田市千代町　１丁目８番３３号
山口

山陽小野田
市

岩崎宏健堂　クスリ岩崎チェーンイオン小野田店 0836-81-1121 山口県山陽小野田市東高泊　字二ノ茅場１２５６
山口 周南市 イズミ　ゆめタウン新南陽店 0834-62-7500 山口県周南市清水２ー２ー１
山口 周南市 コーケンドラッグ　南銀座店 0834-27-2451 山口県周南市みなみ銀座２ー２７
山口 周南市 コスモス薬品　徳山駅店 0834-33-3303 山口県周南市千代田町１１ー１
山口 周南市 ザ・ビッグ　周南店 083-461-3001 山口県周南市古市１丁目４番１号
山口 周南市 スーパーセンタートライアル周南店 0834-61-0877 山口県周南市野村三丁目　１７番１号
山口 周南市 ウォンツ周南周陽店 0834-39-0770 山口県周南市周陽１丁目１ー１
山口 周南市 ウォンツ周南富田店 0834-61-2120 山口県周南市平野２ー１ー２５
山口 周南市 ディスカウントドラッグコスモス　遠石店 0834-33-3577 山口県周南市上遠石町１ー２２
山口 周南市 ドラッグセガミ　周陽店 0834-28-0001 山口県周南市周陽１ー１ー１４
山口 周南市 岩崎宏健堂　クスリ岩崎チェーンイオンタウン周南店 0834-61-2255 山口県周南市古市１丁目４番１号
山口 周南市 岩崎宏健堂　遠石店 0834-32-6738 山口県周南市遠石３ー５ー４７



山口 周南市 岩崎宏健堂　熊毛店 0833-91-7060 山口県周南市大字呼坂８４３ー１
山口 周防大島町 ウォンツ周防大島店 0820-79-3377 山口県大島郡周防大島町　大字西三蒲１６５３ー１
山口 長門市 ディスカウントドラッグコスモス　長門市駅店 0837-23-0335 山口県長門市東深川　９４９ー１
山口 長門市 ドラッグセガミ　長門店 0837-22-3411 山口県長門市東深川１９５９ー１
山口 萩市 ウォンツ萩店 0838-24-0910 山口県萩市大字椿東２８８３ー１
山口 萩市 ナフコ　ホームプラザナフコ南萩店 0838-26-7111 山口県萩市大字椿２２６３
山口 萩市 岩崎宏健堂　クスリ岩崎チェーン萩ひやこ店 0838-24-2420 山口県萩市大字平安古町　５５７番地
山口 美祢市 ダイレックスダイレックス美祢店 0837-52-9170 山口県美祢市大嶺町東分　１２２４ー１
山口 美祢市 ドラッグストアモリ美祢店 0837-52-2234 山口県美祢市大嶺町東分　２８９番地１
山口 平生町 ウォンツ平生店 0820-57-3080 山口県熊毛郡平生町平生町５７１
山口 防府市 イオン防府店 0835-24-5721 山口県防府市中央町１ー３
山口 防府市 イズミ　ゆめタウン防府店 0835-25-1311 山口県防府市八王子２ー８ー８
山口 防府市 スーパーセンタートライアル防府店 0835-26-3113 山口県防府市大字浜方１９番地１
山口 防府市 ウォンツ防府八王子店 0835-20-1210 山口県防府市八王子２ー８ー９
山口 防府市 ディスカウントドラッグコスモス　植松店 0835-27-2011 山口県防府市植松８３１
山口 防府市 ドラッグストアモリ防府桑南店 0835-28-8518 山口県防府市桑南　１丁目１７番２４号
山口 防府市 ナフコ　ホームプラザナフコ防府店 0835-22-5541 山口県防府市西仁井令１ー７ー１
山口 防府市 ナフコ　ホームプラザナフコ牟礼店 0835-25-1725 山口県防府市沖今宿　１ー２１ー２２
山口 柳井市 ウォンツ柳井店 0820-24-1051 山口県柳井市古開作６４７ー１
山口 柳井市 ハイパーモールＭＥＲＸ柳井　ＭｒＭａｘ柳井店 0820-23-8880 山口県柳井市駅南１ー１１

（以上）


