
都道府県 市区町村 店名 電話番号 住所

愛知 あま市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　甚目寺西店 052-449-5880 愛知県あま市新居屋岩屋　７２番地

愛知 あま市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　甚目寺店 052-449-5600 愛知県あま市新居屋又屋敷５
愛知 あま市 サンドラッグ甚目寺森店 052-462-6171 愛知県あま市森５丁目２１ー２５
愛知 あま市 サンドラッグ美和店 052-449-5801 愛知県あま市篠田南長無２９番１
愛知 あま市 スギドラッグ　甚目寺森店 052-414-5871 愛知県あま市森五丁目　３番地１２
愛知 あま市 スギ薬局　スギドラッグ美和店 052-449-1601 愛知県あま市篠田新割５０
愛知 あま市 ドラッグストアマツモトキヨシ　甚目寺店 052-462-6160 愛知県あま市坂牧北浦２８ー１
愛知 みよし市 イオン三好店 0561-33-3000 愛知県みよし市三好町青木　９１番地
愛知 みよし市 サンドラッグ弥栄店 0561-33-5531 愛知県みよし市三好町上ヶ池　１１ー４
愛知 みよし市 スギドラッグ　黒笹店 0561-33-4250 愛知県みよし市黒笹いずみ　１丁目１０番地９
愛知 みよし市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマメグリア三好店 0561-33-0051 愛知県みよし市ひばりヶ丘　２丁目１番地５　メグリア三好店（１Ｆテナント）
愛知 みよし市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ三好店 05613-2-3261 愛知県みよし市三好町三好　字弁財天３５
愛知 みよし市 スギ薬局　スギ薬局三好ヶ丘店 05613-3-0670 愛知県みよし市三好丘　五丁目１番地５
愛知 みよし市 ベイシアスーパーセンター三好店 0561-33-0709 愛知県みよし市三好町三好根浦　土地区画整理事業２４街区１
愛知 みよし市 中部薬品三好ヶ丘店 0561-33-0780 愛知県みよし市三好丘あおば　二丁目１７番地５
愛知 阿久比町 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　阿久比店 0569-49-3660 愛知県知多郡阿久比町植大東徳吉　１番１
愛知 阿久比町 アピタ　阿久比店 0569-48-7911 愛知県知多郡阿久比町椋岡　字徳吉１番１２
愛知 阿久比町 スギ薬局　阿久比店 0569-47-0360 愛知県知多郡阿久比町白沢　字天神裏５ー１
愛知 愛西市 ジップドラッグ　勝幡店 0567-27-4331 愛知県愛西市勝幡町栄３０
愛知 愛西市 スギドラッグ　愛西藤浪店 0567-55-7351 愛知県愛西市見越町前田　１５９番地３
愛知 愛西市 スギ薬局　佐屋店 0567-28-9666 愛知県愛西市日置町山の池６９番
愛知 愛西市 ドラッグユタカ　佐屋店 0567-25-4113 愛知県愛西市佐屋町北一色東田面　２０ー１
愛知 愛西市 ピアゴ　勝幡店 0567-24-7251 愛知県愛西市勝幡町弁才天　２２８３番地６０
愛知 安城市 Ｖ・ｄｒｕｇ　安城南店 0566-73-6970 愛知県安城市古井町大堀５２ー１
愛知 安城市 サンドラッグ安城店 0566-96-0708 愛知県安城市住吉町　３ー１ー８
愛知 安城市 サンドラッグ安城日の出店 0566-73-5688 愛知県安城市日の出町１ー２１
愛知 安城市 サンドラッグ美園店 0566-79-3553 愛知県安城市美園町　１丁目１７ー７

【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。 



愛知 安城市 スギドラッグ　安城アンディ店 0566-96-1851 愛知県安城市住吉町三丁目　５ー２８
愛知 安城市 スギドラッグ　三河安城北店 0566-45-5761 愛知県安城市篠目町童子　２０７番地１４
愛知 安城市 スギドラッグ　東栄東店 0566-91-0331 愛知県安城市東栄町六丁目　１８番地１２
愛知 安城市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ安城店 0566-71-2771 愛知県安城市城南町１丁目４番９
愛知 安城市 スギ薬局　スギドラッグ安城東栄店 0566-97-2115 愛知県安城市東栄町三丁目　８０７番地１
愛知 安城市 スギ薬局　スギドラッグ高棚店 0566-79-2801 愛知県安城市高棚町中島　１３８番地　フィールでっかいどう店内
愛知 安城市 スギ薬局　安城錦町店 0566-71-2105 愛知県安城市錦町３ー４
愛知 安城市 スギ薬局　安城住吉店 0566-98-8831 愛知県安城市住吉町　７丁目２６番地８
愛知 安城市 スギ薬局　安城中央店 0566-79-3200 愛知県安城市桜町４ー１２
愛知 安城市 スギ薬局　安城百石店 0566-76-1377 愛知県安城市百石町２ー１５ー３
愛知 安城市 スギ薬局　桜井店 0566-99-6377 愛知県安城市桜井町森田　８０番地１
愛知 安城市 スギ薬局　桜井南店 0566-79-1581 愛知県安城市姫小川町舘出　１４６
愛知 安城市 スギ薬局　三河安城店 0566-79-3831 愛知県安城市箕輪町正福田　８４番１　ピアゴラフーズコア　三河安城店１階
愛知 安城市 ドラッグストアマツモトキヨシ　安城横山店 0566-73-9770 愛知県安城市横山町大山田中　１ー１
愛知 一宮市 Ｖ・ｄｒｕｇ　一宮公園通店 0586-26-3680 愛知県一宮市公園通６ー４
愛知 一宮市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　一宮浜町店 0586-26-2400 愛知県一宮市浜町　４丁目６番地
愛知 一宮市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　玉ノ井店 0586-64-5912 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井　字穴太部１２８番地２
愛知 一宮市 アピタ　一宮店 0586-71-1211 愛知県一宮市両郷町　１丁目６番地
愛知 一宮市 アピタ　木曽川店 0586-87-0211 愛知県一宮市木曽川町黒田　八ノ通５１ー４
愛知 一宮市 イオン木曽川店 0586-84-4333 愛知県一宮市木曽川町黒田　南八ツヶ池２５ー１
愛知 一宮市 クスリのアオキ　東五城店 0586-85-9025 愛知県一宮市東五城字南田尾　５８番１
愛知 一宮市 ゲンキー今伊勢店 0586-26-2170 愛知県一宮市今伊勢町本神戸　字宮山１ー２
愛知 一宮市 ココカラファイン　イオンモール木曽川店 0586-84-2854 愛知県一宮市木曽川町黒田字南　八ツヶ池２５ー１ー１０１
愛知 一宮市 サンドラッグ一宮末広店 0586-47-7521 愛知県一宮市末広３ー１１ー１０
愛知 一宮市 ジップドラッグ　花池店 0586-47-0888 愛知県一宮市花池１ー１７ー１５
愛知 一宮市 ジップドラッグ　今伊勢店 0586-25-2611 愛知県一宮市今伊勢町本神戸　字高野池５
愛知 一宮市 ジップドラッグ　北方薬局 0586-86-2060 愛知県一宮市北方町北方　字東泉屋郷１７８
愛知 一宮市 スギドラッグ　一宮朝日店 0586-85-9171 愛知県一宮市朝日２丁目１ー２５
愛知 一宮市 スギドラッグ　玉ノ井店 0586-86-7350 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井　字辻廻１４１番地
愛知 一宮市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ住吉店 0586-47-7301 愛知県一宮市住吉１丁目１９ー６
愛知 一宮市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ松降通店 0586-26-4151 愛知県一宮市松降通８丁目５番地
愛知 一宮市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ緑店 0586-26-6811 愛知県一宮市緑３丁目　１０番２０号
愛知 一宮市 スギ薬局　スギ薬局開明店 0586-43-2971 愛知県一宮市奥町田畑３１ー１
愛知 一宮市 スギ薬局　スギ薬局尾西三条店 0586-63-1915 愛知県一宮市三条字郷南東　５７ー１
愛知 一宮市 スギ薬局　スギ薬局尾西北店 0586-63-3202 愛知県一宮市小信中島字川東　３番１
愛知 一宮市 スギ薬局　スギ薬局毛受店 0586-47-7526 愛知県一宮市大和町毛受字正寺　１０番地
愛知 一宮市 スギ薬局　一宮大浜店 0586-28-7822 愛知県一宮市大浜２丁目１ー３０
愛知 一宮市 ピアゴ　尾西店 0586-61-2141 愛知県一宮市小信中島東鵯平　５９番地
愛知 一宮市 ヘルスバンク　千秋小山店 0586-81-0321 愛知県一宮市千秋町小山　字新屋敷６４３



愛知 一宮市 ヘルスバンク　末広店 0586-44-7999 愛知県一宮市末広町３ー１８ー１
愛知 一宮市 ヘルスバンク森本店 0586-23-4525 愛知県一宮市森本　２ー２６ー４
愛知 一宮市 ヘルスバンク明地店 0586-69-5770 愛知県一宮市明地字金屋敷　７６ー１
愛知 一宮市 薬マツモトキヨシ　アスティ一宮店 0586-73-5922 愛知県一宮市栄３ー１ー１
愛知 稲沢市 Ｙストア　平和店 0567-46-3711 愛知県稲沢市平和町六輪須ヶ脇　３６７
愛知 稲沢市 アピタ　稲沢店　２Ｆ　化粧品コーナー 0587-24-9211 愛知県稲沢市天池五反田町１番地
愛知 稲沢市 アピタ　稲沢東店 0587-23-6611 愛知県稲沢市下津穂所１丁目　１ー１
愛知 稲沢市 ココカラファイン　アクロスプラザ稲沢店 0587-34-6788 愛知県稲沢市大塚南５丁目　１番地１トップモール稲沢内
愛知 稲沢市 ジップドラッグ　稲沢薬局 0587-24-2174 愛知県稲沢市前田四丁目２０
愛知 稲沢市 スギ薬局　スギドラッグ稲沢西店 0587-33-7501 愛知県稲沢市天池光田町　１００番地２
愛知 稲沢市 スギ薬局　スギドラッグ稲沢東店 0587-34-6171 愛知県稲沢市陸田宮前一丁目　１６番地５
愛知 稲沢市 スギ薬局　稲沢奥田店 0587-34-5201 愛知県稲沢市奥田天目寺町　８番地
愛知 稲沢市 スギ薬局　祖父江店 0587-97-8588 愛知県稲沢市祖父江町上牧戍亥出　８１８番地１
愛知 稲沢市 ドラッグ　ユタカ　稲沢小池店 0587-22-0311 愛知県稲沢市小池　２丁目１４ー１７
愛知 稲沢市 ヘルスバンク　国府宮店 0587-24-9901 愛知県稲沢市国府宮神田町１５
愛知 岡崎市 ＤＣＭカーマ岡崎店 0564-24-4441 愛知県岡崎市欠町野添３０番地
愛知 岡崎市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　岡町店 0564-72-7002 愛知県岡崎市岡町方便　１ー２
愛知 岡崎市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　矢作店 0564-33-3922 愛知県岡崎市矢作町桜海道　５５ー１
愛知 岡崎市 イオン岡崎南店 0564-57-2211 愛知県岡崎市戸崎町字ばら山　１ー１
愛知 岡崎市 ウエルシア大樹寺店 0564-65-5655 愛知県岡崎市大樹寺２丁目　１５ー４
愛知 岡崎市 クスリのアオキ　矢作店 0564-64-7401 愛知県岡崎市舳越町字朝倉　２６番地
愛知 岡崎市 ココカラファイン　岡崎大友店 0564-34-4420 愛知県岡崎市東大友町字西浦　３７番地
愛知 岡崎市 スギドラッグ　岩津店 0564-64-6531 愛知県岡崎市岩津町字於御所　１９７番地２
愛知 岡崎市 スギドラッグ　細川店 0564-66-2111 愛知県岡崎市細川町字長根　８９番地１
愛知 岡崎市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ岡崎中町店 0564-66-1081 愛知県岡崎市中町５丁目７ー７
愛知 岡崎市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ百々店 0564-65-8781 愛知県岡崎市百々町字七社１４番
愛知 岡崎市 スギ薬局　ウイングタウン羽根店 0564-72-8451 愛知県岡崎市羽根町字小豆坂　３番地ウイングタウン１階
愛知 岡崎市 スギ薬局　スギドラッグ岡崎コムタウン店 0564-71-7161 愛知県岡崎市上六名町字林　２５番地１
愛知 岡崎市 スギ薬局　スギドラッグ土井店 0564-58-0117 愛知県岡崎市土井町字柳ケ坪６
愛知 岡崎市 スギ薬局　スギドラッグ本宿店 0564-66-3766 愛知県岡崎市山綱町二丁目　２番地３
愛知 岡崎市 スギ薬局　稲熊店 0564-87-5055 愛知県岡崎市稲熊町字　２丁目１００
愛知 岡崎市 スギ薬局　岡崎ＮＥＷＳ店 0564-71-6585 愛知県岡崎市不吹町１ー２
愛知 岡崎市 スギ薬局　岡崎上和田店 0564-57-1733 愛知県岡崎市天白町字西池　６４番地１
愛知 岡崎市 スギ薬局　岡崎北店 0564-65-0610 愛知県岡崎市百々西町５ー１
愛知 岡崎市 スギ薬局　鴨田店 0564-65-8660 愛知県岡崎市鴨田町字荒子　１１番地３の２
愛知 岡崎市 スギ薬局　橋目店 0564-32-2111 愛知県岡崎市橋目町字竹之内　４５ー１
愛知 岡崎市 スギ薬局　欠町店 0564-65-5201 愛知県岡崎市欠町字下口３６番地
愛知 岡崎市 スギ薬局　上地一丁目店 0564-64-5031 愛知県岡崎市上地一丁目　２４番地２
愛知 岡崎市 スギ薬局　上地店 0564-58-1601 愛知県岡崎市上地町２丁目５ー８



愛知 岡崎市 スギ薬局　大樹寺店 0564-65-8250 愛知県岡崎市大樹寺　１丁目３番地２６
愛知 岡崎市 スギ薬局　大平店 0564-87-4650 愛知県岡崎市大平町字沢添　３６ー１
愛知 岡崎市 スギ薬局　大和店 0564-33-5231 愛知県岡崎市大和町字荒田６４
愛知 岡崎市 スギ薬局　中島店 0564-57-7571 愛知県岡崎市中島町字馬取池　２４ー１
愛知 岡崎市 スギ薬局　東大友店 0564-64-3512 愛知県岡崎市東大友町字堀所　４４番地１
愛知 岡崎市 スギ薬局　日名西店 0564-65-0760 愛知県岡崎市日名西町５ー１５
愛知 岡崎市 ピアゴ　上和田店 0564-53-6011 愛知県岡崎市上和田町字サジ１０
愛知 岡崎市 ヤマダ電機　テックランドＮＥＷ岡崎本店 0564-66-0280 愛知県岡崎市大平町堤下５５
愛知 岡崎市 中部薬品　岡崎堂前店 0564-66-0071 愛知県岡崎市堂前町　１丁目１１９番地
愛知 岡崎市 中部薬品　岡崎牧御堂店 0564-72-3720 愛知県岡崎市牧御堂町字水洗　３７番地
愛知 蟹江町 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　蟹江本町店 0567-94-7611 愛知県海部郡蟹江町本町　五丁目６３番１
愛知 蟹江町 クスリのアオキ　蟹江中央店 0567-69-5570 愛知県海部郡蟹江町学戸　二丁目１３１番地
愛知 蟹江町 ココカラファイン　ヨシヅヤＪＲ蟹江駅前店 0567-94-3051 愛知県海部郡蟹江町今　３丁目１７番地
愛知 蟹江町 ココカラファイン　蟹江店 0567-96-4155 愛知県海部郡蟹江町西之森　才勝４３
愛知 蟹江町 スギドラッグ　蟹江店 0567-96-5731 愛知県海部郡蟹江町学戸　一丁目２０番地
愛知 蟹江町 スギ薬局　スギドラッグピアゴ蟹江店 0567-94-5181 愛知県海部郡蟹江町源氏三丁目　２３０番地１　ピアゴ蟹江店内
愛知 蒲郡市 アピタ　蒲郡店 0533-69-2131 愛知県蒲郡市港町１７番１０号
愛知 蒲郡市 クスリのアオキ　形原店 0533-65-8188 愛知県蒲郡市形原町北辻　４番地１
愛知 蒲郡市 クスリのアオキ　豊岡店 0533-56-7602 愛知県蒲郡市豊岡町前野　１番地３
愛知 蒲郡市 ココカラファイン　形原店 0533-57-8432 愛知県蒲郡市形原町編笠　２４ー１
愛知 蒲郡市 ココカラファイン　府相店 0533-69-8838 愛知県蒲郡市府相町新井前　８７３番地
愛知 蒲郡市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ形原店 0533-58-4321 愛知県蒲郡市形原町亀井３０ー１
愛知 蒲郡市 スギ薬局　スギ薬局蒲郡北店 0533-66-0210 愛知県蒲郡市蒲郡町荒子６７ー１
愛知 蒲郡市 スギ薬局　三谷北店 0533-66-2661 愛知県蒲郡市三谷北通　４丁目９８番地
愛知 蒲郡市 スギ薬局　竹谷店 0533-69-8806 愛知県蒲郡市竹谷町下日山　２０番地１
愛知 蒲郡市 スギ薬局　竹島店 0533-69-8355 愛知県蒲郡市竹島町１９番８号
愛知 蒲郡市 だいち薬局 0533-57-5144 愛知県蒲郡市形原町前田２９ー３
愛知 刈谷市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　高松店 0566-62-6777 愛知県刈谷市高松町３丁目７
愛知 刈谷市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　富士松店 0566-62-3955 愛知県刈谷市東境町伊賀淵　２８ー２５
愛知 刈谷市 サンドラッグ井ヶ谷店 0566-62-7677 愛知県刈谷市井ケ谷町下前田６０
愛知 刈谷市 サンドラッグ半城土中町店 0566-63-5660 愛知県刈谷市半城土中町　三丁目２４番１
愛知 刈谷市 スギドラッグ　かりがね店 0566-62-9171 愛知県刈谷市築地町二丁目　１番地４
愛知 刈谷市 スギドラッグ　井ケ谷店 0566-35-1722 愛知県刈谷市井ケ谷町前田　１４番地１
愛知 刈谷市 スギドラッグ　刈谷松栄店 0566-63-5671 愛知県刈谷市松栄町二丁目　１５ー１０
愛知 刈谷市 スギドラッグ　富士松店 0566-70-7231 愛知県刈谷市今川町山ノ端　３番地
愛知 刈谷市 スギ薬局　スギドラッグ築地店 0566-29-2181 愛知県刈谷市築地町　３丁目２番地３
愛知 刈谷市 スギ薬局　刈谷高松店 0566-22-2577 愛知県刈谷市高松町　３丁目４８番地
愛知 刈谷市 スギ薬局　刈谷矢場店 0566-63-5381 愛知県刈谷市矢場町５ー３１０
愛知 刈谷市 ドラッグユタカ東刈谷店 0566-28-3425 愛知県刈谷市末広町２丁目７ー８



愛知 岩倉市 アピタ　岩倉店 0587-66-7111 愛知県岩倉市旭町一丁目　２５番地
愛知 岩倉市 サンドラッグ岩倉店 0587-65-5301 愛知県岩倉市旭町１丁目１１番地
愛知 岩倉市 スギ薬局　スギドラッグ岩倉団地店 0587-65-3915 愛知県岩倉市下本町燈明庵９８
愛知 岩倉市 スギ薬局　スギ薬局大地店 0587-65-7330 愛知県岩倉市大地町郷前１１番
愛知 岩倉市 ユタカ岩倉店 0587-38-2587 愛知県岩倉市大地新町１ー７２
愛知 岩倉市 中部薬品岩倉西店 0587-65-7321 愛知県岩倉市西市町松下３３ー１
愛知 犬山市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　羽黒店 0568-69-5695 愛知県犬山市羽黒摺墨　４２番１
愛知 犬山市 スギ薬局　スギ薬局犬山西店 0568-63-5271 愛知県犬山市上坂町五丁目　２０９番地
愛知 犬山市 スギ薬局　スギ薬局松本店 0568-63-5161 愛知県犬山市松本町　２丁目９５番地
愛知 幸田町 スーパーセンターオークワ　幸田店 0564-62-6110 愛知県額田郡幸田町大字　六栗字蔵前２ー１
愛知 幸田町 スギドラッグ　フィール幸田店 0564-64-7071 愛知県額田郡幸田町大字菱池　字蔵前２８番地１
愛知 幸田町 スギ薬局　ドミー幸田店 0564-56-6231 愛知県額田郡幸田町大字菱池字　御林１３０番地
愛知 幸田町 スギ薬局　幸田店 0564-63-3291 愛知県額田郡幸田町大草字山添６
愛知 幸田町 ピアゴ　幸田店 0564-63-3511 愛知県額田郡幸田町大字大草字　山添１７０番地
愛知 江南市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　江南北店 0587-51-2377 愛知県江南市前飛保町緑ケ丘　２７１
愛知 江南市 アピタ　江南西店　１Ｆ　化粧品コーナー 0587-54-6411 愛知県江南市松竹町上野　２０５番地　１Ｆ化粧品コーナー
愛知 江南市 サンドラッグ木賀店 0587-51-1336 愛知県江南市木賀本郷町南３５
愛知 江南市 ジップドラッグ　布袋店 0587-51-1001 愛知県江南市木賀町新開４８ー１
愛知 江南市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ古知野店 0587-51-6501 愛知県江南市古知野町宮前　１２８番地
愛知 江南市 スギ薬局　高屋店 0587-51-1055 愛知県江南市高屋町御日塚　６８ー１
愛知 江南市 スギ薬局　野白店 0587-51-1661 愛知県江南市野白町葭場３１番地
愛知 江南市 ピアゴ　布袋店 0587-54-9511 愛知県江南市布袋下山町西１９
愛知 江南市 ヘルスバンク　松竹店 0587-56-5750 愛知県江南市松竹町高山２番１
愛知 江南市 ヤマダ電機　テックランド江南店 0587-51-5701 愛知県江南市高屋町清水３９
愛知 江南市 中部薬品江南店 0587-53-5581 愛知県江南市赤童子町南山１９５
愛知 江南市 薬マツモトキヨシ　ピアゴ江南店 0587-52-3456 愛知県江南市村久野町瀬頭１６３
愛知 港区 Ｖ・ｄｒｕｇ　南陽店 052-309-5090 愛知県名古屋市港区知多　３ー３１０
愛知 港区 アピタ港店 052-384-1111 愛知県名古屋市港区当知　２丁目１５０１番地
愛知 港区 イオン南陽店 052-303-8200 愛知県名古屋市港区春田野　１ー３３０
愛知 港区 イオン名古屋みなと店 052-659-2511 愛知県名古屋市港区品川町　２ー１ー６
愛知 港区 イオン名古屋茶屋店 052-309-6450 愛知県名古屋市港区西茶屋　２丁目１１
愛知 港区 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ南陽店 052-304-6771 愛知県名古屋市港区小賀須　４丁目６１７番地
愛知 港区 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ入場店 052-398-8111 愛知県名古屋市港区入場　１丁目２２０５番地
愛知 港区 スギ薬局　スギ薬局宝神店 052-389-5851 愛知県名古屋市港区宝神　４丁目１０７
愛知 港区 スギ薬局　スギ薬局木場店 052-698-4366 愛知県名古屋市港区木場町　２番地２２
愛知 港区 スギ薬局　スギ薬局油屋店 052-389-2511 愛知県名古屋市港区油屋町　１丁目２２番地１
愛知 港区 スギ薬局　みなと七番町店 052-665-3577 愛知県名古屋市港区七番町１ー２
愛知 港区 スギ薬局　砂美店 052-659-5300 愛知県名古屋市港区砂美町２６
愛知 港区 スギ薬局　東海橋店 052-398-5021 愛知県名古屋市港区新川町三丁目　地先



愛知 港区 スギ薬局正保店 052-389-2265 愛知県名古屋市港区正保町６ー２
愛知 港区 ドラッグストアレモン　木場店 052-694-5221 愛知県名古屋市港区木場町　２ー３８
愛知 港区 ドラッグユタカ南陽店 052-309-3885 愛知県名古屋市港区東茶屋１丁目　６４２
愛知 港区 ベイシアフードセンター名古屋みなと店 052-398-8883 愛知県名古屋市港区一州町１ー３
愛知 港区 ホームセンターコーナン　南十番町店 052-665-2861 愛知県名古屋市港区南十番町　１ー１ー２
愛知 港区 薬マツモトキヨシ　ポートウォークみなと店 052-389-2655 愛知県名古屋市港区当知　２丁目１５０１番地
愛知 高浜市 Ｖ・ｄｒｕｇ　高浜店 0566-54-5771 愛知県高浜市稗田町４丁目２ー５
愛知 高浜市 ゲンキー吉浜八幡店 0566-93-3150 愛知県高浜市八幡町　２丁目３ー４８
愛知 高浜市 ゲンキー田戸店 0566-91-0350 愛知県高浜市田戸町　４丁目３ー１０
愛知 高浜市 サンドラッグ高浜店 0566-54-2677 愛知県高浜市神明町７ー１３ー７
愛知 高浜市 スギ薬局　高浜中央店 0566-54-0271 愛知県高浜市稗田町　三丁目２番地２
愛知 高浜市 スギ薬局　高浜店 0566-54-4531 愛知県高浜市神明町　一丁目６番地８
愛知 守山区 　す　み　れ　や 052-736-2279 愛知県名古屋市守山区中志段味　字古山田２６０８ー２
愛知 守山区 　清水屋　藤ケ丘店 052-773-5396 愛知県名古屋市守山区森孝東　１ー５０９
愛知 守山区 Ｖ・ｄｒｕｇ　守山大永寺店 052-795-3681 愛知県名古屋市守山区村合町　２２２
愛知 守山区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　志段味西店 052-739-2055 愛知県名古屋市守山区　志段味西ノ原８４８番地
愛知 守山区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　志段味店 052-739-3855 愛知県名古屋市守山区上志段味　土地区画整理地内８３街区
愛知 守山区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　新守山店 052-758-6900 愛知県名古屋市守山区金屋　１丁目９０３番
愛知 守山区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　天子田店 052-768-4180 愛知県名古屋市守山区天子田　３丁目８０２
愛知 守山区 イオン守山店 052-739-0111 愛知県名古屋市守山区笹ヶ根　３丁目１２２８番地
愛知 守山区 スギドラッグ　守山幸心店 052-726-6731 愛知県名古屋市守山区幸心　三丁目１４０４番地
愛知 守山区 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ四軒家店 052-777-3488 愛知県名古屋市守山区白山　２ー１０１ー１
愛知 守山区 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ千代田店 052-792-8868 愛知県名古屋市守山区小幡南　３丁目１番４１号
愛知 守山区 スギ薬局　スギドラッグ守山吉根店 052-739-1811 愛知県名古屋市守山区深沢　１ー２６０３
愛知 守山区 スギ薬局　スギ薬局小幡店 052-797-3416 愛知県名古屋市守山区小幡中　１丁目１番地２１号
愛知 守山区 ヤマダ電機　テックランド守山店 052-739-2688 愛知県名古屋市守山区深沢　１丁目１０２
愛知 守山区 中部薬品吉根店 052-739-0950 愛知県名古屋市守山区笹ヶ根　１ー１５１０
愛知 守山区 中部薬品守山小幡店 052-758-1921 愛知県名古屋市守山区小幡常燈　２１０７
愛知 春日井市 Ｂ＆Ｄドラッグストア中央台店 0568-92-4193 愛知県春日井市中央台　７丁目８ー１５
愛知 春日井市 Ｖｄｒｕｇ　勝川店 0568-35-2897 愛知県春日井市知多町　４丁目１０番
愛知 春日井市 アピタ　高蔵寺店　１Ｆ　化粧品コーナー 0568-92-1122 愛知県春日井市中央台　二丁目五番地　１Ｆ化粧品コーナー
愛知 春日井市 イオン春日井店 0568-57-1717 愛知県春日井市柏井町４ー１７
愛知 春日井市 スギドラッグ　ことぶき店 0568-37-3751 愛知県春日井市ことぶき町　８番地３
愛知 春日井市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ坂下店 0568-93-0801 愛知県春日井市坂下町　４丁目６１３番地
愛知 春日井市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ六軒屋店 0568-87-6201 愛知県春日井市六軒屋町　３丁目１７２番地
愛知 春日井市 スギ薬局　スギドラッグ篠木店 0568-89-0581 愛知県春日井市篠木町　七丁目４５番地２３
愛知 春日井市 スギ薬局　スギドラッグ松河戸店 0568-35-7610 愛知県春日井市松河戸町　二丁目６番地２
愛知 春日井市 スギ薬局　スギ薬局高蔵寺店 0568-53-2733 愛知県春日井市高蔵寺町　１丁目４６番地
愛知 春日井市 スギ薬局　東野店 0568-86-1835 愛知県春日井市東野町西　３丁目４番１０



愛知 春日井市 スギ薬局　味美店 0568-36-8550 愛知県春日井市二子町　２丁目３番地１５
愛知 春日井市 スギ薬局　六軒屋店 0568-89-8561 愛知県春日井市六軒屋町　５丁目２２番
愛知 春日井市 スギ薬局大手店 0568-87-7113 愛知県春日井市大手町　３丁目２１番地６
愛知 春日井市 ツルハドラッグ　上条店 0568-85-8252 愛知県春日井市上条町４ー３２
愛知 春日井市 ドラッグユタカ　篠木店 0568-89-3453 愛知県春日井市下市場町　三丁目６番地
愛知 春日井市 ビー・アンド・ディードラッグストア　宮町店 0568-44-2277 愛知県春日井市如意申町　四丁目５番地３
愛知 春日井市 ヘルスバンク味美店 0568-32-6316 愛知県春日井市花長町　２丁目１３番１１
愛知 春日井市 清水屋　春日井店 0568-81-6151 愛知県春日井市瑞穂通５ー３３
愛知 春日井市 中部薬品　春日井宮町店 0568-35-4690 愛知県春日井市宮町字中島１番１
愛知 春日井市 中部薬品関田店 0568-86-7551 愛知県春日井市関田町　２丁目２００
愛知 春日井市 中部薬品春日井小野店 0568-56-3833 愛知県春日井市小野町　６丁目４ー１
愛知 春日井市 中部薬品春日井西薬局 0568-34-8102 愛知県春日井市西高山町　２丁目２ー９
愛知 春日井市 中部薬品神領店 0568-53-5661 愛知県春日井市神領町　３ー５ー５
愛知 小牧市 Ｖ・ｄｒｕｇ　味岡店 0568-74-5755 愛知県小牧市久保新町３０
愛知 小牧市 イオン小牧店 0568-74-2311 愛知県小牧市東１丁目１２６番地
愛知 小牧市 サンドラッグ小牧岩崎店 0568-42-6531 愛知県小牧市岩崎　８９４番地１地番
愛知 小牧市 サンドラッグ小牧郷中店 0568-42-1107 愛知県小牧市郷中２ー１８２ー４
愛知 小牧市 ジップドラッグ　田県店 0568-71-8701 愛知県小牧市久保一色字六反田　８３８番地
愛知 小牧市 スギドラッグ　小牧中央店 0568-42-6561 愛知県小牧市中央５丁目　３６６番地
愛知 小牧市 スギ薬局　スギ薬局二重堀店 0568-42-2891 愛知県小牧市二重堀字中西浦　８１６ー１
愛知 小牧市 スギ薬局　スギ薬局堀の内店 0568-42-1255 愛知県小牧市堀の内　２丁目６０番地
愛知 小牧市 ヘルスバンク　小松寺店 0568-72-2636 愛知県小牧市小松寺字東前　９４ー１
愛知 小牧市 ヘルスバンク　小牧パワーズ店 0568-41-5778 愛知県小牧市間々原新田　字下新池９４４番地
愛知 昭和区 ＤＣＭカーマ川原店 052-757-3271 愛知県名古屋市昭和区川原通　６丁目２番１
愛知 昭和区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　福江店 052-613-7900 愛知県名古屋市昭和区福江　２丁目１２番８号
愛知 昭和区 イオン八事店 052-836-6916 愛知県名古屋市昭和区広路町　字石坂２ー１　１Ｆコーセー化粧品コーナー
愛知 昭和区 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ塩付通店 052-858-5651 愛知県名古屋市昭和区塩付通　６丁目７８番地
愛知 昭和区 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ杁中店 052-837-5401 愛知県名古屋市昭和区滝川町　３１番地８
愛知 昭和区 スギ薬局　スギ薬局御器所西店 052-858-3166 愛知県名古屋市昭和区恵方町　１丁目３０ー１
愛知 昭和区 スギ薬局　スギ薬局御器所店 052-859-3270 愛知県名古屋市昭和区阿由知通　４丁目１５
愛知 昭和区 スギ薬局　桜山店 052-859-1521 愛知県名古屋市昭和区桜山町　６丁目１０４ー２５
愛知 常滑市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　常滑店 0569-36-1770 愛知県常滑市常滑多屋地区土地　区画整理事業８２街区３
愛知 常滑市 イオンスタイル常滑店 0569-35-9500 愛知県常滑市りんくう町　２丁目２０番３
愛知 常滑市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ奥条店 0569-34-5861 愛知県常滑市奥条４ー９８
愛知 常滑市 スギ薬局　スギ薬局常滑陶郷店 0569-36-1266 愛知県常滑市陶郷町４丁目１番地
愛知 常滑市 スギ薬局　榎戸店 0569-36-2101 愛知県常滑市明和町　１丁目１３番地
愛知 常滑市 スギ薬局　常滑インター店 0569-36-2126 愛知県常滑市飛香台４丁目　１番地２
愛知 常滑市 スギ薬局　常滑市場店 0569-34-8760 愛知県常滑市市場町１ー２０
愛知 常滑市 ドラッグつるみ屋鬼崎店 0569-43-7778 愛知県常滑市新田町　５丁目８１番地



愛知 常滑市 ベイシア　ベイシアフードセンター常滑店 0569-36-2000 愛知県常滑市大鳥町　４丁目４１番地
愛知 常滑市 マックスワールド大野店 0569-43-8885 愛知県常滑市小倉町　３丁目１０番地
愛知 新城市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　新城店 0536-24-3322 愛知県新城市稲木仲野７０ー２８
愛知 新城市 ココカラファイン　長篠店 0536-32-2910 愛知県新城市長篠字森上１ー１
愛知 新城市 ジップドラッグ　新城店 0536-24-0074 愛知県新城市杉山字野中７ー６
愛知 新城市 スギ薬局　スギ薬局新城店 0536-24-6288 愛知県新城市片山字西野畑　５４５番地
愛知 瑞穂区 スギドラッグ　汐路店 052-680-9801 愛知県名古屋市瑞穂区汐路町　四丁目１番地１
愛知 瑞穂区 スギ薬局　スギ薬局弥富通店 052-861-5325 愛知県名古屋市瑞穂区弥富通　３丁目２９番地
愛知 瑞穂区 スギ薬局　牛巻店 052-889-4720 愛知県名古屋市瑞穂区新開町　１６ー３８
愛知 瑞穂区 スギ薬局　新瑞橋店 052-859-2511 愛知県名古屋市瑞穂区洲山町　２ー３２
愛知 瑞穂区 スギ薬局　瑞穂通店 052-859-3291 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通　４丁目１５番地
愛知 瑞穂区 中部薬品瑞穂汐路店 052-858-5545 愛知県名古屋市瑞穂区大殿町　１丁目２番地
愛知 瑞穂区 中部薬品中部薬品　瑞穂店 052-889-6283 愛知県名古屋市瑞穂区豆田町　５丁目２
愛知 瀬戸市 ＤＣＭカーマ瀬戸店 0561-84-7411 愛知県瀬戸市西原町２ー６８
愛知 瀬戸市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　瀬戸南店 0561-89-5735 愛知県瀬戸市菱野町　２６９番２
愛知 瀬戸市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　瀬戸品野店 0561-89-5022 愛知県瀬戸市五位塚町　１１ー６１３
愛知 瀬戸市 イオン瀬戸みずの店 0561-86-8311 愛知県瀬戸市みずの坂　２丁目２５３番地
愛知 瀬戸市 クスリのアオキ　瀬戸北山店 0561-56-1000 愛知県瀬戸市北山町　５０番地
愛知 瀬戸市 ジップドラッグ　矢形店 0561-87-3673 愛知県瀬戸市矢形町１３１
愛知 瀬戸市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ赤重店 0561-85-1151 愛知県瀬戸市幡野町２９５番１
愛知 瀬戸市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ本地店 0561-88-0031 愛知県瀬戸市西原町２ー９５
愛知 瀬戸市 スギ薬局　スギドラッグ瀬戸陶原店 0561-97-0175 愛知県瀬戸市西権現町１６番地
愛知 瀬戸市 スギ薬局　スギ薬局水野店 0561-86-8560 愛知県瀬戸市本郷町３８４
愛知 瀬戸市 スギ薬局　瀬戸西山店 0561-97-0815 愛知県瀬戸市西山町　１丁目１７番地
愛知 瀬戸市 スギ薬局汗干店 0561-89-4361 愛知県瀬戸市汗干町６０番地
愛知 瀬戸市 ドラッグユタカ　瀬戸新郷店 0561-84-2332 愛知県瀬戸市新郷町１１ー１番
愛知 瀬戸市 中部薬品瀬戸水野店 0561-87-1246 愛知県瀬戸市北山町９７ー１
愛知 清須市 クスリのアオキ　春日店 052-325-5105 愛知県清須市春日宮重　１２４番地
愛知 清須市 スギドラッグ　清洲東店 052-408-0371 愛知県清須市清洲２５５４番地１
愛知 清須市 スギ薬局　清洲店 052-408-3622 愛知県清須市西市場　４丁目１１番地１６
愛知 清須市 スギ薬局新川店 052-401-7130 愛知県清須市助七芳花２５
愛知 清須市 ツジ薬局清須店 052-401-8537 愛知県清須市東外町３６ー３７
愛知 清須市 ヨシヅヤストアー　清洲店 052-401-3011 愛知県清須市西市場５丁目５ー３
愛知 西区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　堀越店 052-529-1001 愛知県名古屋市西区南堀越　２丁目４番７２号
愛知 西区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　名塚店 052-528-3700 愛知県名古屋市西区名塚町　１丁目７７番１
愛知 西区 イオンスタイル　ワンダーシティ 052-506-5600 愛知県名古屋市西区二方町４０
愛知 西区 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ康生通店 052-529-1211 愛知県名古屋市西区康生通　１丁目２０番地の１
愛知 西区 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ城西店 052-528-5561 愛知県名古屋市西区城西　３丁目５ー１
愛知 西区 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ大野木店 052-506-8661 愛知県名古屋市西区歌里町　４１番地



愛知 西区 スギ薬局　スギ薬局浄心店 052-528-3361 愛知県名古屋市西区上名古屋　３丁目２４番１３号
愛知 西区 ドラッグユタカ浄心店 052-528-3522 愛知県名古屋市西区児玉　２丁目１７ー２１
愛知 西区 薬マツモトキヨシ　ヨシヅヤ名古屋名西店 052-521-0122 愛知県名古屋市西区名西　二丁目３３番８号

愛知 西尾市 アピタ　西尾店 0563-57-3211
愛知県西尾市高畠町三丁目　２３番地９
ヴェルサウォーク　西尾アピタ西尾店１Ｆ

愛知 西尾市 クリエイトＳ・Ｄ　愛知西尾丁田店 0563-55-3022 愛知県西尾市丁田町中ノ切１
愛知 西尾市 ゲンキー徳永店 0563-65-5610 愛知県西尾市徳永町東側　３４番１
愛知 西尾市 スギドラッグ　西尾シャオ店 0563-65-5631 愛知県西尾市下町御城下　２３番地１
愛知 西尾市 スギドラッグ　西尾一色店 0563-65-5681 愛知県西尾市一色町一色古新田　２９番地１
愛知 西尾市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ一色店 0563-74-0101 愛知県西尾市一色町対米九郎座　３０番１
愛知 西尾市 スギ薬局　スギドラッグアエル店 0563-55-2260 愛知県西尾市上矢田町字浜道２８
愛知 西尾市 スギ薬局　スギドラッグ今川店 0563-57-0030 愛知県西尾市今川町馬捨場３１
愛知 西尾市 スギ薬局　スギドラッグ幡豆店 0563-62-6790 愛知県西尾市西幡豆町山副　５２ー６
愛知 西尾市 スギ薬局　花の木店 0563-53-9211 愛知県西尾市花ノ木町　３丁目１７番
愛知 西尾市 スギ薬局　熊味店 0563-65-5301 愛知県西尾市八ツ面町熊子山　３８番地１
愛知 西尾市 スギ薬局　住崎店 0563-53-8563 愛知県西尾市住崎町雁渕８
愛知 西尾市 スギ薬局　西尾道光寺店 0563-55-7371 愛知県西尾市道光寺町堰板　２４番地１
愛知 西尾市 スギ薬局　鶴城店 0563-64-3911 愛知県西尾市伊藤町字クテ　６番地２
愛知 西尾市 スギ薬局　平坂店 0563-58-8250 愛知県西尾市平坂町如月１８ー１
愛知 西尾市 スギ薬局吉良店 0563-32-3500 愛知県西尾市吉良町吉田桐杭　１６番地４
愛知 西尾市 スギ薬局寺津店 0563-65-3897 愛知県西尾市徳永町大塚　３２番地１
愛知 西尾市 ピアゴ　吉良店 0563-32-4311 愛知県西尾市吉良町吉田天笠桂　１６番地３
愛知 千種区 Ｖ・ｄｒｕｇ　覚王山法王町店 052-757-5760 愛知県名古屋市千種区法王町　２丁目５番１２号
愛知 千種区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　光が丘薬局 052-712-7221 愛知県名古屋市千種区光が丘　２ー１５０３
愛知 千種区 アピタ　千代田橋店 052-722-2811 愛知県名古屋市千種区千代田橋　２丁目１番１号
愛知 千種区 イオン今池店 052-732-2171 愛知県名古屋市千種区今池　５ー１３ー２６
愛知 千種区 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ仲田店 052-757-5711 愛知県名古屋市千種区仲田　１丁目１１番２１号
愛知 千種区 スギ薬局　スギ薬局今池店 052-745-7651 愛知県名古屋市千種区今池　１丁目１１番５号
愛知 千種区 スギ薬局　今池東店 052-745-6222 愛知県名古屋市千種区今池　５丁目８番２０号
愛知 千種区 スギ薬局　谷口店 052-719-2431 愛知県名古屋市千種区谷口町　５番２４号
愛知 千種区 フードラッグ　本山店 052-762-7211 愛知県名古屋市千種区末盛通　５ー１２
愛知 千種区 マックスバリュＧ千種若宮大通店 052-734-5202 愛知県名古屋市千種区千種　２ー１６ー１３
愛知 千種区 ヤマダ電機　テックランド星が丘店 052-788-2591 愛知県名古屋市千種区星ケ丘　１ー１ー７
愛知 千種区 千里馬薬局　今池店 052-732-6781 愛知県名古屋市千種区今池　５ー２３ー１６
愛知 大口町 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　大口店 0587-94-2900 愛知県丹羽郡大口町余野　３ー１０
愛知 大口町 アピタ　大口店 0587-96-2111 愛知県丹羽郡大口町丸２ー３６
愛知 大口町 ヘルスバンク　アピタ大口店 0587-94-0070 愛知県丹羽郡大口町丸　２丁目３６番地
愛知 大口町 もみじや 0587-95-2650 愛知県丹羽郡大口町下小口　３ー４５
愛知 大口町 ヨシヅヤストアー　大口店 0587-95-7511 愛知県丹羽郡大口町奈良子　２丁目７９番地



愛知 大治町 スギ薬局大治店 052-449-7747 愛知県海部郡大治町中島字深田　１番
愛知 大府市 ジップドラッグ　共和店 0562-44-7728 愛知県大府市梶田町　６ー１７９ー３
愛知 大府市 スギ薬局　スギドラッグ大東店 0562-45-5288 愛知県大府市大東町　１丁目６０４番地
愛知 大府市 スギ薬局　スギ薬局月見店 0562-45-6171 愛知県大府市月見町６丁目７８
愛知 大府市 スギ薬局　スギ薬局大府店 0562-43-9811 愛知県大府市柊山町１ー１２
愛知 大府市 スギ薬局　共和店 0562-48-9881 愛知県大府市東新町１ー１５２
愛知 知多市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　知多店 0562-54-2900 愛知県知多市にしの台　２丁目１００ー７
愛知 知多市 イトーヨーカドー　知多店 0562-56-5511 愛知県知多市新知東町　１ー１０ー１
愛知 知多市 ココカラファイン　寺本店 0562-36-1558 愛知県知多市八幡字前田１６ー１
愛知 知多市 スギ薬局　新舞子店 0569-44-2751 愛知県知多市新舞子字大口　２０３番地７
愛知 知多市 スギ薬局　清水が丘店 0562-31-2461 愛知県知多市清水が丘　一丁目１７０３番地
愛知 知多市 スギ薬局　知多新知店 0562-56-6890 愛知県知多市新知西町８番地の７
愛知 知立市 スギドラッグ　牛田東店 0566-45-7061 愛知県知立市牛田町湯山　２５番地１
愛知 知立市 スギ薬局　スギドラッグ牛田店 0566-83-5333 愛知県知立市牛田町六反２ー３
愛知 知立市 スギ薬局　スギ薬局上重原店 0566-84-3650 愛知県知立市上重原町　６丁目２１番地
愛知 知立市 スギ薬局　スギ薬局知立駅前店 0566-84-5161 愛知県知立市新富２丁目８番地
愛知 知立市 スギ薬局　スギ薬局宝町店 0566-84-3781 愛知県知立市宝　２ー１０ー１０
愛知 知立市 ピアゴ　知立店 0566-82-4611 愛知県知立市新池町番割６４
愛知 中区 　千里馬　薬局 052-242-8423 愛知県名古屋市中区新栄　２ー２６ー６
愛知 中区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　新栄店 052-249-3600 愛知県名古屋市中区新栄　２丁目７ー７
愛知 中区 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ松原店 052-331-8101 愛知県名古屋市中区松原　３丁目４番５号
愛知 中区 スギヤマ薬品　ビュ―テラスラリック 052-962-0375 愛知県名古屋市中区栄　３ー５ー１２
愛知 中区 スギ薬局　スギ薬局金山駅前店 052-324-6630 愛知県名古屋市中区金山　１ー１２ー１４
愛知 中区 スギ薬局　スギ薬局上前津店 052-350-3025 愛知県名古屋市中区富士見町　３ー２６
愛知 中区 スギ薬局　スギ薬局正木店 052-324-6400 愛知県名古屋市中区正木　１丁目２番３３号
愛知 中区 スギ薬局　スギ薬局伏見店 052-220-1700 愛知県名古屋市中区錦　２ー１９ー２５
愛知 中区 スギ薬局東新町店 052-249-3511 愛知県名古屋市中区栄　４丁目６番１５号
愛知 中区 ヨドバシカメラ　マルチメディア名古屋松坂屋店 052-265-0055 愛知県名古屋市中区栄　３丁目１６番１号
愛知 中区 ラオックス　名古屋丸栄店 052-249-5466 愛知県名古屋市中区栄　３丁目３番１号　丸栄百貨店１Ｆ・７Ｆ
愛知 中区 薬マツモトキヨシ　栄スカイル店 052-249-8160 愛知県名古屋市中区栄　３丁目４番５号　栄スカイルＢ２Ｆ
愛知 中区 薬マツモトキヨシ　広小路伏見店 052-209-9277 愛知県名古屋市中区錦　１丁目１９番３２号
愛知 中川区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　中川富田店 052-309-3955 愛知県名古屋市中川区供米田　１丁目１１１番地
愛知 中川区 サンドラッグ篠原橋東店 052-369-1036 愛知県名古屋市中川区清川町　２丁目１

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

愛知 中川区 スギドラッグ　中川一色新町店 052-387-5061 愛知県名古屋市中川区一色新町　三丁目１４０１番地
愛知 中川区 スギドラッグ　長良町店 052-364-7651 愛知県名古屋市中川区長良町　２丁目１０５　アラカワビル１階
愛知 中川区 スギドラッグ戸田店 052-309-1505 愛知県名古屋市中川区戸田西　３丁目５０５
愛知 中川区 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ中島新町店 052-365-7211 愛知県名古屋市中川区中島新町　２丁目１５０７番地



愛知 中川区 スギ薬局　スギ薬局打中店 052-365-5166 愛知県名古屋市中川区打中　２ー１７７
愛知 中川区 スギ薬局　スギ薬局野立橋店 052-364-5751 愛知県名古屋市中川区清川町　四丁目１番地１８
愛知 中川区 スギ薬局　高畑店 052-365-5731 愛知県名古屋市中川区高畑　２ー２２

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

愛知 中川区 バロー戸田店 052-439-5332 愛知県名古屋市中川区戸田明正　２丁目１１０番
愛知 中川区 ヤマダ電機　テックランド名古屋本店 052-659-6880 愛知県名古屋市中川区昭明町　５丁目１ー５
愛知 中川区 佐　藤　盛　生　堂 052-301-7117 愛知県名古屋市中川区戸田　３ー８２０
愛知 中村区 ＤＣＭカーマ八田店 052-414-2720 愛知県名古屋市中村区野田町　字経田６４番地
愛知 中村区 ＤＣＭカーマ名古屋黄金店 052-486-7011 愛知県名古屋市中村区京田町　１丁目１番１
愛知 中村区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　中村公園前店 052-419-6200 愛知県名古屋市中村区東宿町　２丁目１１９番
愛知 中村区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　日比津店 052-486-2600 愛知県名古屋市中村区猪之越町　２丁目７番３号
愛知 中村区 ココカラファイン　高道店 052-486-3760 愛知県名古屋市中村区高道町　５丁目６８番
愛知 中村区 ジップドラッグ　八田店 052-485-3780 愛知県名古屋市中村区烏森町　６丁目２９４ー１
愛知 中村区 スギドラッグ　岩塚店 052-486-6008 愛知県名古屋市中村区烏森町　５ー７１ー１
愛知 中村区 スギドラッグ　草薙店 052-419-1381 愛知県名古屋市中村区草薙町　２丁目９０
愛知 中村区 スギドラッグ　名駅桜通店 052-433-1095 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目　２２番８号　大東海ビル１階
愛知 中村区 スギ薬局　スギ薬局向島店 052-419-1560 愛知県名古屋市中村区向島町　１丁目３５番地
愛知 中村区 スギ薬局　スギ薬局大門店 052-485-3540 愛知県名古屋市中村区日吉町　１５番地
愛知 中村区 スギ薬局　スギ薬局名古屋駅前店 052-569-2355 愛知県名古屋市中村区名駅３丁目　１４番１６号東洋ビル１Ｆ
愛知 中村区 スギ薬局　本陣店 052-462-8645 愛知県名古屋市中村区鳥居通　二丁目２８番地
愛知 中村区 ドラッグストアマツモトキヨシ　上石川店 052-419-1117 愛知県名古屋市中村区上石川町　３ー２０
愛知 中村区 ピアゴ　中村店 052-481-7111 愛知県名古屋市中村区大門町　２７番地
愛知 中村区 千里馬薬局 052-571-7724 愛知県名古屋市中村区名駅　３ー３ー５
愛知 中村区 千里馬薬局　駅西店 052-453-7570 愛知県名古屋市中村区椿町　１５番２３号
愛知 中村区 薬マツモトキヨシ　名古屋駅太閤通口店 052-589-2066 愛知県名古屋市中村区名駅　１丁目１番４号
愛知 長久手市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　長久手南店 0561-64-2301 愛知県長久手市片平２３番３１０
愛知 長久手市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ長久手店 0561-62-9381 愛知県長久手市武蔵塚　７０４
愛知 長久手市 スギ薬局　スギ薬局長久手店 0561-64-2515 愛知県長久手市根の神　１０７
愛知 長久手市 スギ薬局　ドラッグスギ長久手北店 0561-65-0595 愛知県長久手市上川原　２３ー３
愛知 津市 ＣＯＳＭＥＴＩＣ　ＧＡＲＤＥＮ　河芸店 059-245-2881 三重県津市河芸町中別保丸垣内　１００番イオンＳＣ津河芸店内
愛知 津島市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　津島南店 0567-22-2822 愛知県津島市中地町３丁目　１６ー１
愛知 津島市 サンドラッグ津島店 0567-22-5096 愛知県津島市藤浪町２丁目８番地
愛知 津島市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ津島北店 0567-23-5911 愛知県津島市松原町２８番地３
愛知 津島市 スギ薬局　スギ薬局東柳原店 0567-22-2325 愛知県津島市東柳原町１丁目３０
愛知 津島市 スギ薬局　神守店 0567-27-5131 愛知県津島市越津町字梅之木　１４番
愛知 津島市 ヨシヅヤストアー　津島北テラス店 0568-28-0111 愛知県津島市片岡町６０番地
愛知 津島市 ヨシヅヤストアー　津島本店 0567-23-7111 愛知県津島市大字津島字北新開　３５１番地
愛知 津島市 中部薬品津島北店 0567-27-0205 愛知県津島市西柳原町　４丁目１３番１



愛知 天白区 Ｂ＆Ｄドラッグストア原店 052-809-4193 愛知県名古屋市天白区原　４ー１１７
愛知 天白区 ウエルシア　天白高坂店 052-800-2589 愛知県名古屋市天白区高坂町　８８ー２
愛知 天白区 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ植田店 052-807-6601 愛知県名古屋市天白区元植田　１ー９０６
愛知 天白区 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ八事石坂店 052-861-0801 愛知県名古屋市天白区八事石坂　４１１番地１
愛知 天白区 スギ薬局　原店 052-807-9485 愛知県名古屋市天白区原　２丁目６０６
愛知 天白区 スギ薬局　平針店 052-807-7440 愛知県名古屋市天白区中平　４ー１８０８ー２
愛知 天白区 スギ薬局高坂店 052-800-5870 愛知県名古屋市天白区高坂町　２０７
愛知 天白区 中部薬品　天白島田薬局 052-809-5167 愛知県名古屋市天白区山郷町２１
愛知 田原市 ＤＣＭカーマ田原店 05312-3-1660 愛知県田原市神戸町大坪６１
愛知 田原市 イオン田原店 0531-23-0351 愛知県田原市田原町南新地　７６ー１
愛知 田原市 ココカラファイン　渥美店 0531-37-1700 愛知県田原市古田町ゲノエ前　１４４ー１
愛知 田原市 ココカラファイン　赤石店 0531-23-3077 愛知県田原市東赤石４ー２５
愛知 田原市 スギ薬局　田原店 0531-24-0861 愛知県田原市神戸町字大坪１８１
愛知 東浦町 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　東浦店 0562-82-2220 愛知県知多郡東浦町石浜行田　８ー１
愛知 東浦町 イオン東浦店 0562-82-2800 愛知県知多郡東浦町大字緒川　字申新田二区６７ー８
愛知 東浦町 ゲンキー　愛知東浦店 0562-82-3390 愛知県知多郡東浦町森岡字前田５
愛知 東浦町 スギ薬局　東浦店 0562-84-5031 愛知県知多郡東浦町緒川家下　２２ー１
愛知 東海市 ＤＣＭカーマ東海店 052-601-0311 愛知県東海市荒尾町宮ノ川６３
愛知 東海市 Ｖ・ｄｒｕｇ　富貴ノ台店 052-689-2770 愛知県東海市富貴ノ台１０６
愛知 東海市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　上野台店 052-689-4001 愛知県東海市富木島町東山田　７ー１５２
愛知 東海市 アピタ　東海荒尾店 052-601-9777 愛知県東海市荒尾町山王前２０番
愛知 東海市 サンドラッグ富木島店 052-689-3606 愛知県東海市富木島町伏見　３丁目１番地の１
愛知 東海市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ加木屋店 0562-31-7111 愛知県東海市加木屋町大清水　５６４
愛知 東海市 スギ薬局　スギ薬局荒尾店 052-689-6001 愛知県東海市荒尾町平古１ー１
愛知 東海市 スギ薬局　高横須賀店 0562-36-1730 愛知県東海市高横須賀町　５丁目１２９番地
愛知 東海市 ドラッグセイムス東海富木島店 052-601-4189 愛知県東海市富木島町伏見　１ー２ー１２
愛知 東海市 ドラッグセイムス東海名和店 052-604-4189 愛知県東海市名和町南廻間　４３番１
愛知 東郷町 Ｖｄｒｕｇ中部薬品　東郷西店 0561-37-5705 愛知県愛知郡東郷町兵庫　２丁目２番
愛知 東郷町 スギ薬局　スギ薬局東郷西店 0561-37-5586 愛知県愛知郡東郷町三ツ池　二丁目１番地１
愛知 東郷町 ドラッグユタカ東郷店 0561-39-4422 愛知県愛知郡東郷町白鳥　二丁目１６ー１２
愛知 東区 イオンナゴヤドーム前店 052-725-6700 愛知県名古屋市東区矢田南　４ー１０２ー３　
愛知 東区 ウエルシア薬局　徳川明倫店 052-937-1008 愛知県名古屋市東区明倫町　２ー１４
愛知 東区 サンドラッグ砂田橋店 052-725-7665 愛知県名古屋市東区砂田橋　１ー１ー１０
愛知 東区 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ白壁店 052-930-6651 愛知県名古屋市東区芳野　１ー１ー５
愛知 東区 スギ薬局　スギ薬局ＭＥＴＳ大曽根店 052-719-5851 愛知県名古屋市東区矢田２丁目　１番９５号　ＭＥＴＳ大曽根２階１号
愛知 東区 スギ薬局　スギ薬局砂田橋店 052-719-3180 愛知県名古屋市東区砂田橋　５丁目３ー１４
愛知 東区 スギ薬局　清水口店 052-959-4761 愛知県名古屋市東区白壁　２丁目５ー１６
愛知 東区 ホームセンターコーナン　砂田橋店 052-719-7570 愛知県名古屋市東区砂田橋　４丁目１番６０号
愛知 東区 薬マツモトキヨシ　オアシス２１店 052-950-2125 愛知県名古屋市東区東桜　１丁目１１番１号



愛知 南区 Ｖｄｒｕｇ　柴田店 052-618-2550 愛知県名古屋市南区鶴見通　２丁目１番２
愛知 南区 アピタ名古屋南店　２Ｆ　化粧品コーナー 052-694-6111 愛知県名古屋市南区豊田　４丁目９ー４７号
愛知 南区 イオン新瑞橋店 052-857-3100 愛知県名古屋市南区菊住　１丁目７ー１０
愛知 南区 ジップドラッグ　呼続店 052-819-4808 愛知県名古屋市南区呼続　１丁目１８１０番
愛知 南区 スギドラッグ　笠寺南店 052-825-3561 愛知県名古屋市南区粕畠町　三丁目１４番地
愛知 南区 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマさくら店 052-821-8968 愛知県名古屋市南区桜台　１ー２３ー１５
愛知 南区 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ豊店 052-819-5061 愛知県名古屋市南区豊　４丁目１８番４８号
愛知 南区 スギ薬局　スギ薬局内田橋店 052-698-2061 愛知県名古屋市南区内田橋　一丁目１番１３号
愛知 南区 スギ薬局　スギ薬局北内店 052-819-5300 愛知県名古屋市南区北内町　２ー１９ー１
愛知 南区 スギ薬局　笠寺店 052-829-2061 愛知県名古屋市南区柵下町　三丁目３ー２
愛知 南区 ベストドラッグ新瑞店 052-823-6981 愛知県名古屋市南区駈上町　１ー１０ー１９
愛知 南知多町 スギドラッグ　内海店 0569-62-3700 愛知県知多郡南知多町大字内海　字西浜田９番地１
愛知 日進市 スギドラッグ　フィール日進店 0561-41-8131 愛知県日進市栄　一丁目２０１番地　フィール日進店２階
愛知 日進市 スギドラッグ　日進竹の山店 0561-75-6533 愛知県日進市竹の山三丁目　８０８番地
愛知 日進市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ米野木店 0561-75-5441 愛知県日進市米野木台　二丁目２６０８番地
愛知 日進市 スギ薬局　香久山店 0561-75-5471 愛知県日進市岩崎台　１丁目１２２９番地
愛知 日進市 ツルハドラッグ　日進赤池店 052-800-3268 愛知県日進市赤池　３丁目２００１番地
愛知 日進市 中部薬品日進店 0561-75-0601 愛知県日進市栄２ー９０３
愛知 熱田区 ＤＣＭカーマ２１熱田店 052-889-2850 愛知県名古屋市熱田区花表町　２１０３番１
愛知 熱田区 イオン熱田店 052-872-0300 愛知県名古屋市熱田区六野　１丁目２番１１号
愛知 熱田区 スギ薬局　スギ薬局南一番店 052-655-8033 愛知県名古屋市熱田区南一番町　８番１８号
愛知 熱田区 スギ薬局　日比野店 052-678-3200 愛知県名古屋市熱田区中出町　１丁目３０ー５
愛知 熱田区 ドラッグセイムス　イオンタウン熱田千年店 052-364-8571 愛知県名古屋市熱田区千年　１丁目１６番３０号
愛知 熱田区 べスト　ドラッグ 052-682-9358 愛知県名古屋市熱田区四番　１丁目１６ー１３
愛知 熱田区 薬マツモトキヨシ　パレマルシェ神宮店 052-681-5521 愛知県名古屋市熱田区神宮　３ー６ー３４
愛知 半田市 ＤＣＭカーマ２１半田乙川店 0569-32-3571 愛知県半田市乙川吉野町４３番地
愛知 半田市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　青山店 0569-25-1355 愛知県半田市青山町２丁目　２４ー１
愛知 半田市 イオン半田店 0569-26-1111 愛知県半田市有楽町８ー７　１Ｆコーセー化粧品コーナー
愛知 半田市 サンドラッグ半田住吉店 0569-25-7877 愛知県半田市住吉町２丁目１１４
愛知 半田市 スーパーセンタートライアル　半田亀崎店 0569-20-0070 愛知県半田市亀崎町９丁目　１１７番
愛知 半田市 スギドラッグ　乙川店 0569-47-8872 愛知県半田市一ノ草町　２０４番地３
愛知 半田市 スギ薬局　上池店 0569-20-0281 愛知県半田市大高町　２丁目３５番地１
愛知 半田市 スギ薬局　清城店 0569-32-3391 愛知県半田市清城町三丁目５番２
愛知 半田市 スギ薬局　青山店 0569-32-2011 愛知県半田市青山４ー１ー４
愛知 半田市 スギ薬局　半田岩滑店 0569-24-1221 愛知県半田市岩滑中町１ー５１
愛知 半田市 スギ薬局　半田中町店 0569-23-4836 愛知県半田市中町４ー４０
愛知 半田市 ドラッグセイムス半田中町店 0569-24-4189 愛知県半田市中町２丁目８１番地
愛知 半田市 ピアゴ　半田店 0569-25-4511 愛知県半田市泉町５番地
愛知 半田市 中部薬品半田店 0569-25-1301 愛知県半田市乙川吉野町９番地



愛知 尾張旭市 ＳＵＮ　ＷＩＬＬ　ＤＲＵＧ　中部薬品　城山店 0561-55-3690 愛知県尾張旭市旭前城前特定土地　区画整理地内７街区５
愛知 尾張旭市 イトーヨーカドー　尾張旭店 0561-54-1211 愛知県尾張旭市南原山町石原　１１６ー４
愛知 尾張旭市 サンドラッグバロー城山店 0561-55-7531 愛知県尾張旭市新居町諏訪南　１３０５　バロー城山１Ｆ
愛知 尾張旭市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ印場店 0561-51-1521 愛知県尾張旭市東印場町　二丁目１５番地１３
愛知 尾張旭市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ庄中町店 0561-55-5041 愛知県尾張旭市渋川町　２丁目７番地５
愛知 尾張旭市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ北本地ヶ原店 0561-55-7001 愛知県尾張旭市北本地ケ原町　１丁目６１番地
愛知 美浜町 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　美浜店 0569-83-3200 愛知県知多郡美浜町奥田三ヶ市　５８
愛知 美浜町 スギ薬局　河和店 0569-83-1781 愛知県知多郡美浜町北方　字東側１５ー１
愛知 扶桑町 イオン扶桑店 0587-91-3200 愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名　字高塚５ー１
愛知 扶桑町 スギ薬局　スギドラッグ柏森店 0587-91-3561 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森　字長畑４１８番地
愛知 武豊町 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　武豊店 0569-74-3610 愛知県知多郡武豊町口田　１０ー１
愛知 武豊町 スギ薬局　スギ薬局武豊北店 0569-74-1033 愛知県知多郡武豊町祠峯２ー５８
愛知 武豊町 スギ薬局　武豊店 0569-72-6400 愛知県知多郡武豊町平井畑２ー１
愛知 武豊町 スギ薬局　武豊南店 0569-73-6711 愛知県知多郡武豊町東大高　字浦ノ島４２
愛知 碧南市 サンドラッグ碧南幸町店 0566-43-5975 愛知県碧南市幸町５丁目５
愛知 碧南市 スギ薬局　スギドラッグ碧南雨池店 0566-45-2311 愛知県碧南市雨池町１丁目２番地
愛知 碧南市 スギ薬局　スギ薬局碧南伏見店 0566-48-3555 愛知県碧南市伏見町３ー２６
愛知 碧南市 スギ薬局　大浜店 0566-43-3071 愛知県碧南市羽根町　３ー７ー１
愛知 碧南市 スギ薬局　碧南城山店 0566-43-6300 愛知県碧南市城山町　一丁目６番地
愛知 碧南市 ピアゴ　碧南店 0566-42-6311 愛知県碧南市天王町　二丁目１番地
愛知 豊橋市 ＤＣＭカーマ２１豊橋南店 0532-29-3911 愛知県豊橋市大清水町字大清水　３ー１１８０
愛知 豊橋市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　豊橋菰口店 0532-34-2881 愛知県豊橋市菰口町　６丁目５６ー１０
愛知 豊橋市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　豊橋牧野店 0532-38-8851 愛知県豊橋市牧野町６６ー１
愛知 豊橋市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　豊橋牟呂店 0532-38-5662 愛知県豊橋市柳生川南部土地区画　整理事業７０街区２
愛知 豊橋市 アピタ　向山店 0532-56-6400 愛知県豊橋市向山町字中畑　１番地の１
愛知 豊橋市 イオン豊橋南店 0532-29-3111 愛知県豊橋市野依町落合１ー１２
愛知 豊橋市 ウエルシア花中町店 0532-35-1577 愛知県豊橋市花中町１１９－１
愛知 豊橋市 ココカラファイン　吉川店 0532-34-7590 愛知県豊橋市吉川町１６１ー１
愛知 豊橋市 ココカラファイン　三本木店 0532-37-3511 愛知県豊橋市三本木町字新三本木　４１ー１
愛知 豊橋市 ココカラファイン　小鷹野店 0532-63-3431 愛知県豊橋市西小鷹野２ー１ー１
愛知 豊橋市 ココカラファイン　富士見台店 0532-29-2511 愛知県豊橋市富士見台三丁目　２７ー１０
愛知 豊橋市 サンドラッグ汐田橋店 0532-38-5688 愛知県豊橋市牟呂町扇田２１ー１
愛知 豊橋市 サンドラッグ二川店 0532-65-6181 愛知県豊橋市大岩町字久保田　９ー１
愛知 豊橋市 ジップドラッグ　あけぼの店 0532-29-0300 愛知県豊橋市曙町測点　１５７番地の２
愛知 豊橋市 ジップドラッグ　山田三番町店 0532-39-1530 愛知県豊橋市山田三番町９番１
愛知 豊橋市 ジップドラッグ　山田店 0532-37-5271 愛知県豊橋市山田町字西山　１１ー１
愛知 豊橋市 ジップドラッグ　西高師店 0532-38-8311 愛知県豊橋市西高師町字沢向５
愛知 豊橋市 ジップドラッグ　東脇店 0532-32-7950 愛知県豊橋市東脇　３丁目２２番地１６
愛知 豊橋市 ジップドラッグ　飯村店 0532-64-1311 愛知県豊橋市飯村南　２丁目２２番地の２



愛知 豊橋市 ジップドラッグ　豊橋たか丘店 0532-64-3411 愛知県豊橋市西小鷹野町　３丁目１１ー２
愛知 豊橋市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ花田店 0532-33-4911 愛知県豊橋市花田町字荒木　４９ー１
愛知 豊橋市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ三ノ輪店 0532-64-9711 愛知県豊橋市三ノ輪町字本興寺　１５ー２
愛知 豊橋市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ舟原店 0532-57-0711 愛知県豊橋市舟原町１７４番地
愛知 豊橋市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ西岩田店 0532-65-8441 愛知県豊橋市豊岡町２０５番地
愛知 豊橋市 スギ薬局　スギドラッグ神野店 0532-34-2821 愛知県豊橋市神野新田町　字口ノ割７０番地１　ドミー神野店内
愛知 豊橋市 スギ薬局　スギドラッグ東田店 0532-69-5475 愛知県豊橋市老松町１６
愛知 豊橋市 スギ薬局　井原店 0532-69-3510 愛知県豊橋市井原町２９ー１
愛知 豊橋市 スギ薬局　菰口店 0532-34-7915 愛知県豊橋市菰口町　三丁目２５番地
愛知 豊橋市 スギ薬局　西岩田店 0532-69-2750 愛知県豊橋市西岩田　１丁目４番地ー８
愛知 豊橋市 スギ薬局　石巻店 0532-87-0661 愛知県豊橋市石巻本町字東野　１５ー３９
愛知 豊橋市 スギ薬局　東岩田店 0532-69-3151 愛知県豊橋市東岩田　１丁目１１ー７
愛知 豊橋市 スギ薬局　二川店 0532-65-6351 愛知県豊橋市大岩町字西郷内１
愛知 豊橋市 スギ薬局　飯村店 0532-65-8181 愛知県豊橋市西口町字土橋　１０番地１
愛知 豊橋市 スギ薬局　豊橋中浜店 0532-29-0335 愛知県豊橋市中浜町　２１９番地６８
愛知 豊橋市 スギ薬局　豊橋南店 0532-29-3660 愛知県豊橋市大清水町大清水　３ー１１８２　豊橋南プラザ内
愛知 豊橋市 スギ薬局　豊橋牧野店 0532-38-0071 愛知県豊橋市牧野町牧野　２６ー４７
愛知 豊橋市 日の丸薬局　二川店 0532-41-7411 愛知県豊橋市二川町北裏１ー１２
愛知 豊山町 クリエイトＳ・Ｄ　愛知豊山店 0568-39-0315 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場　字富士１５６
愛知 豊川市 Ｖ・ｄｒｕｇ　豊川東店 0533-80-7703 愛知県豊川市馬場町郷前１７
愛知 豊川市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　豊川西店 0533-80-2855 愛知県豊川市八幡町下天王１
愛知 豊川市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　豊川南店 0533-65-7186 愛知県豊川市蔵子７丁目　６１ー３４
愛知 豊川市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　豊川八幡店 0533-56-7886 愛知県豊川市豊川西部区画整理地　１３２街区５
愛知 豊川市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　豊川北店 0533-83-8166 愛知県豊川市新豊町２ー４３
愛知 豊川市 Ｖｄｒｕｇ　豊川店 0533-83-8690 愛知県豊川市諏訪４丁目１７９
愛知 豊川市 イオン豊川店 0533-89-6131 愛知県豊川市開運通２丁目３１番
愛知 豊川市 ウエルシア豊川大崎町店 0533-83-8556 愛知県豊川市大崎町小林　１６８番地
愛知 豊川市 カルナドラッグストア小坂井店 05337-2-7151 愛知県豊川市小坂井町中野　５４番地１２
愛知 豊川市 ココカラファイン　桜木店 0533-89-7572 愛知県豊川市桜木通り　６丁目８ー１
愛知 豊川市 ココカラファイン　新桜町店 05338-9-2251 愛知県豊川市新桜町通　１丁目３１ー１
愛知 豊川市 ココカラファイン　豊川八幡店 0533-88-8210 愛知県豊川市八幡町宮前４９ー１
愛知 豊川市 スギドラッグ　蔵子店 0533-83-6011 愛知県豊川市蔵子７ー１７ー１
愛知 豊川市 スギ薬局　スギ薬局御油駅前店 0533-80-1370 愛知県豊川市御油町八面横　５４番地
愛知 豊川市 スギ薬局　プリオ豊川店 0533-80-5012 愛知県豊川市諏訪３丁目３０２番　プリオ２内
愛知 豊川市 スギ薬局　開運通店 0533-80-7481 愛知県豊川市開運通　２ー６８ー１
愛知 豊川市 スギ薬局　御油店 0533-88-7233 愛知県豊川市御油町行力１３ー１
愛知 豊川市 スギ薬局　桜木店 0533-80-0530 愛知県豊川市桜木通５ー１８ー１
愛知 豊川市 スギ薬局　小坂井店 0533-73-1855 愛知県豊川市伊奈町新屋７７ー１
愛知 豊川市 スギ薬局　本野ヶ原店 0533-83-5331 愛知県豊川市本野ケ原２丁目１番



愛知 豊川市 ドラッグオオイいなり店 0533-89-9026 愛知県豊川市駅前通２ー９８
愛知 豊川市 みどりやアシュレ本野店 0533-84-8208 愛知県豊川市本野町東浦２５ー２　アシュレ内
愛知 豊川市 ライフ薬局 05339-3-5886 愛知県豊川市一宮町泉３３番地　チアーズいちのみや
愛知 豊田市 Ｂ＆Ｄドラッグストア豊田松ヶ枝店 0565-78-0821 愛知県豊田市松ケ枝町　２丁目５５番地
愛知 豊田市 Ｐａｐａ’ｓ　Ｄｒｕｇ 0565-62-2801 愛知県豊田市足助町成瀬　２０ー２４
愛知 豊田市 Ｖ・ｄｒｕｇ　浄水店 0565-46-8211 愛知県豊田市浄水町土地区画　整理地２０８Ｂ５Ｌ
愛知 豊田市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　拳母店 0565-37-8855 愛知県豊田市拳母町　５丁目５６ー１
愛知 豊田市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　上郷店 0565-25-9770 愛知県豊田市上郷町　２丁目４番７
愛知 豊田市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　豊田上挙母店 0565-41-7502 愛知県豊田市上挙母４丁目　２３番
愛知 豊田市 イオン高橋店 0565-88-6511 愛知県豊田市東山町　１丁目５番１
愛知 豊田市 ココカラファイン　豊田吉原店 0565-53-7660 愛知県豊田市吉原町平池１６４
愛知 豊田市 スギドラッグ　メグリアエムパーク店 0565-74-2010 愛知県豊田市前山　１丁目２６番４号
愛知 豊田市 スギドラッグ　メグリア朝日店 0565-36-0866 愛知県豊田市朝日町　一丁目６番地１　メグリア朝日店内
愛知 豊田市 スギドラッグ　豊田リスタ店 0565-71-5337 愛知県豊田市柿本町　二丁目１３番地　フィールリスタ店１階
愛知 豊田市 スギドラッグ　豊田高上店 0565-41-8195 愛知県豊田市高上　一丁目１５番地５
愛知 豊田市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ永覚店 0565-25-7021 愛知県豊田市宝町玉泉　１３３番地２
愛知 豊田市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ朝日ヶ丘店 0565-36-6271 愛知県豊田市三軒町　８丁目９７番地の１
愛知 豊田市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ美里店 0565-87-1171 愛知県豊田市広川町　１０ー５５ー１
愛知 豊田市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ豊田浄水店 0565-46-9911 愛知県豊田市浄水町伊保原　４５９番地１
愛知 豊田市 スギ薬局　スギドラッグ志賀店 0565-87-1271 愛知県豊田市志賀町香九礼　１番地１７７　メグリア志賀店　２階
愛知 豊田市 スギ薬局　スギドラッグ若園店 0565-51-1533 愛知県豊田市若林東町上外根　７８ー３
愛知 豊田市 スギ薬局　スギドラッグ豊田高崎店 0565-37-3677 愛知県豊田市高崎町北ノ脇　３０番地１６
愛知 豊田市 スギ薬局　スギ薬局元宮店 0565-36-0160 愛知県豊田市元宮町　５丁目２６ー１
愛知 豊田市 スギ薬局　スギ薬局山の手店 0565-71-5525 愛知県豊田市山之手　７丁目７７番１
愛知 豊田市 スギ薬局　スギ薬局神田店 0565-37-7531 愛知県豊田市神田町２丁目３ー２
愛知 豊田市 スギ薬局　スギ薬局藤岡店 0565-75-3160 愛知県豊田市西中山町牛田　６３ー１
愛知 豊田市 スギ薬局　スギ薬局美里店 0565-87-3571 愛知県豊田市美里５丁目　１０番地６
愛知 豊田市 スギ薬局　三軒町店 0565-37-7125 愛知県豊田市三軒町　７ー３０ー１
愛知 豊田市 スギ薬局　深田店 0565-25-3589 愛知県豊田市深田町　１丁目５５ー１
愛知 豊田市 スギ薬局　青木店 0565-46-9151 愛知県豊田市青木町　１丁目７０ー１８
愛知 豊田市 スギ薬局　豊田宮町店 0565-35-7151 愛知県豊田市宮町５ー５３
愛知 豊田市 スギ薬局　豊田上野店 0565-89-5255 愛知県豊田市上野町４ー６ー９
愛知 豊田市 スギ薬局　豊田竹村店 0565-51-0105 愛知県豊田市竹元町上の山下１
愛知 豊田市 ビー・アンド・ディードラッグストア　豊田前山店 0565-47-0008 愛知県豊田市前山町　４丁目２１ー１
愛知 豊田市 ヘルスバンク市木店 0565-88-5255 愛知県豊田市市木町　４丁目１７ー１
愛知 豊明市 スギドラッグ　前後店 0562-93-7732 愛知県豊明市前後町五軒家　１５３４ー１
愛知 豊明市 スギ薬局　スギ薬局沓掛店 0562-91-3266 愛知県豊明市沓掛町丘下　１２ー１
愛知 豊明市 スギ薬局　パルネス前後店 0562-96-2170 愛知県豊明市前後町善江　１７３５番地　パルネス前後Ｂ１階
愛知 豊明市 スギ薬局　二村台店 0562-95-4523 愛知県豊明市二村台　２丁目１８番９



愛知 北区 Ｂ＆Ｄドラッグストア志賀公園店 052-910-1793 愛知県名古屋市北区平手町　１丁目１３番地
愛知 北区 イオン上飯田店 052-914-6161 愛知県名古屋市北区織部町１
愛知 北区 スギドラッグ　大曽根店 052-325-5831 愛知県名古屋市北区大曽根　１丁目２２３７ー１
愛知 北区 スギ薬局　スギ薬局大我麻店 052-909-5150 愛知県名古屋市北区会所町　２２４番地
愛知 北区 スギ薬局　上飯田店 052-919-7340 愛知県名古屋市北区上飯田南町　５ー１３３
愛知 北区 スギ薬局　城北店 052-981-7728 愛知県名古屋市北区金田町　３ー２２
愛知 北区 化粧品の双葉屋 052-914-9548 愛知県名古屋市北区柳原　１ー２６ー２ワタナベビル１Ｆ
愛知 北区 中部薬品　光音寺店 052-919-2251 愛知県名古屋市北区水草町　１ー４７ー１
愛知 北区 中部薬品味ま店 052-903-8311 愛知県名古屋市北区楠　３丁目７０１
愛知 北名古屋市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　西春店 0568-27-3700 愛知県北名古屋市沖村山ノ神　２８番地１
愛知 北名古屋市 サンドラッグ師勝店 0568-26-7795 愛知県北名古屋市鹿田西赤土　３ー１
愛知 北名古屋市 ジップドラッグ　師勝薬局 0568-24-2057 愛知県北名古屋市鹿田花の木１１
愛知 北名古屋市 ジップドラッグ　片場店 0568-25-5125 愛知県北名古屋市片場六所２
愛知 北名古屋市 ビーアンドディ　西春店 0568-26-7793 愛知県北名古屋市西之保　青野東３５番地
愛知 北名古屋市 ヘルスバンク西春店 0568-24-0780 愛知県北名古屋市法成寺　松の木４８番地
愛知 名東区 イオンメイトピア店 052-704-1147 愛知県名古屋市名東区高間町　５０１ー１
愛知 名東区 イオン名古屋東店 052-778-4741 愛知県名古屋市名東区　猪子石原２ー１７０１
愛知 名東区 ジップドラッグ　高針店 052-702-7323 愛知県名古屋市名東区勢子坊　１ー１１２
愛知 名東区 スギドラッグ　引山店 052-799-8571 愛知県名古屋市名東区引山　二丁目１１０番地
愛知 名東区 スギドラッグ　猪高台店 052-775-6366 愛知県名古屋市名東区猪高台　１ー１０１９
愛知 名東区 スギドラッグ　猪高店 052-726-6715 愛知県名古屋市名東区八前　三丁目２０１番地
愛知 名東区 スギドラッグ　富が丘店 052-760-6401 愛知県名古屋市名東区富が丘　１１番地
愛知 名東区 スギドラッグ　文教台店 052-778-9365 愛知県名古屋市名東区文教台　一丁目７１９番地
愛知 名東区 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ香久山店 052-705-8521 愛知県名古屋市名東区梅森坂　３丁目２１０８番地
愛知 名東区 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ香流店 052-760-8001 愛知県名古屋市名東区山の手　三丁目１０１番地
愛知 名東区 スギ薬局　スギ薬局香流店 052-760-1180 愛知県名古屋市名東区香流　２丁目１００８番地
愛知 名東区 スギ薬局　極楽店 052-709-5201 愛知県名古屋市名東区極楽　２丁目１２２ー１
愛知 名東区 スギ薬局　高針店 052-704-0822 愛知県名古屋市名東区牧の里　１ー５０１
愛知 名東区 ハイエース 052-701-9111 愛知県名古屋市名東区高針原　２ー１６０４
愛知 弥富市 スギ薬局　海南店 0567-64-2361 愛知県弥富市前ケ須町南本田　３３９番地１
愛知 弥富市 スギ薬局　弥富店 0567-65-7621 愛知県弥富市平島中四丁目５番地
愛知 弥富市 ヨシヅヤストアー　弥富店 0567-67-4111 愛知県弥富市鯏浦町南前新田　１２３
愛知 緑区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　大高南店 052-626-1722 愛知県名古屋市緑区大高町　字高根山１ー１４６
愛知 緑区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　鳴海南店 052-848-7091 愛知県名古屋市緑区諸の木　三丁目１０１ー２
愛知 緑区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品徳重北店 052-879-6330 愛知県名古屋市緑区徳重北部　土地区画整理地内３２街区
愛知 緑区 アピタ　鳴海店 052-892-2411 愛知県名古屋市緑区鳴海町　字伝冶山３番地９　
愛知 緑区 イオン大高店 052-626-2600 愛知県名古屋市緑区大高町奥平子　１番地１
愛知 緑区 サンドラッグ滝ノ水店 052-899-3733 愛知県名古屋市緑区上旭　１丁目１６１５
愛知 緑区 スギヤマ薬品　スギヤマ薬品滝ノ水店 052-896-6471 愛知県名古屋市緑区滝ノ水　三丁目３０１番地



愛知 緑区 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ黒沢台店 052-879-5211 愛知県名古屋市緑区黒沢台　４丁目１０６番地
愛知 緑区 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ神の倉店 052-879-2721 愛知県名古屋市緑区藤塚　１丁目１０３番地
愛知 緑区 スギ薬局　スギドラッグ白土店 052-879-3725 愛知県名古屋市緑区藤塚二丁目　１２１５番地
愛知 緑区 スギ薬局　スギ薬局清水山店 052-626-1261 愛知県名古屋市緑区有松町桶狭間　神明３９０１番地
愛知 緑区 スギ薬局　スギ薬局相川店 052-879-2025 愛知県名古屋市緑区相川　３丁目２５０
愛知 緑区 スギ薬局　スギ薬局鳴海店 052-879-5594 愛知県名古屋市緑区鴻仏目　２丁目１１０番地
愛知 緑区 スギ薬局　姥子山店 052-629-3297 愛知県名古屋市緑区鳴海町姥子山　２丁目６０１番
愛知 緑区 スギ薬局　大高南店 052-626-3233 愛知県名古屋市緑区南大高　一丁目１０８番地
愛知 緑区 スギ薬局　六田店 052-629-5351 愛知県名古屋市緑区六田一丁目　１７５番地
愛知 緑区 スギ薬局浦里店 052-629-7677 愛知県名古屋市緑区浦里　５丁目１５３
愛知 緑区 スギ薬局徳重店 052-879-6410 愛知県名古屋市緑区鶴が沢　１丁目２３０４番地
愛知 緑区 中部薬品緑鳴丘店 052-878-6680 愛知県名古屋市緑区細口　２ー１１０
愛知 鈴鹿市 化粧品のふじや　ハンター店 059-370-6020 三重県鈴鹿市算所２丁目５ー１
石川 かほく市 イオンかほく店 076-289-1000 石川県かほく市内日角タ２５番
石川 かほく市 クスリのアオキ　浜北店 076-256-0150 石川県かほく市浜北ロ９３番地１
石川 羽咋市 シメノドラッグ　羽咋店 0767-22-3975 石川県羽咋市石野町イ３１
石川 加賀市 アルプラザ平和堂　加賀店 0761-75-1833 石川県加賀市作見町ル２５番１
石川 加賀市 イオン加賀の里店 0761-73-1363 石川県加賀市上河崎町４７ー１　ショッピングセンター内
石川 加賀市 ウエルシア　石川作見店 0761-75-7066 石川県加賀市作見町二　４２ー１
石川 加賀市 くすりのスミレ　本店 0761-74-2277 石川県加賀市動橋町カー２０ー１
石川 加賀市 ゲンキー　山代北口店 0761-76-9290 石川県加賀市山代温泉　３５ー１８
石川 加賀市 コメヤ薬局　加賀店 0761-72-6622 石川県加賀市作見町２５ー１　アビオシティ加賀内
石川 加賀市 シメノドラッグ　大聖寺店 0761-72-6511 石川県加賀市大聖寺東町　１丁目５３
石川 加賀市 トウダ薬局　東町店 0761-73-2688 石川県加賀市大聖寺東町４ー２２
石川 加賀市 ドラッグストアマツモトキヨシ　加賀温泉駅前店 0761-73-4777 石川県加賀市作見町り２４
石川 加賀市 ヤマダ電機　テックランド加賀店 0761-76-1020 石川県加賀市加茂町チ２４
石川 加賀市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　大聖寺店 0761-72-7717 石川県加賀市大聖寺岡町二１ー１
石川 金沢市 ＭＥＧＡドン・キホーテ金沢店 076-247-1907 石川県金沢市西泉４丁目１１
石川 金沢市 Ｖ．Ｄｒｕｇ　中部薬品　鳴和店 076-251-1311 石川県金沢市大樋町　３ー３
石川 金沢市 Ｖ．Ｄｒｕｇ中部薬品　西金沢店 076-240-8871 石川県金沢市米泉町　１０丁目１ー６
石川 金沢市 アピタ　金沢店 076-226-0013 石川県金沢市中村町１０番２０号
石川 金沢市 アルプラザ平和堂　金沢店 076-260-1348 石川県金沢市諸江町３０番１号
石川 金沢市 アルプラザ平和堂　津幡店 076-289-0803 石川県河北郡津幡町北中条地区　土地区画整理事業地内１街区１
石川 金沢市 イオン金沢店 076-257-0473 石川県金沢市福久町　２丁目５８番地
石川 金沢市 イオン杜の里店 076-264-8217 石川県金沢市もりの里１丁目７０
石川 金沢市 クスリキリン堂　額新保店 076-296-8822 石川県金沢市額新保２丁目２７９
石川 金沢市 クスリキリン堂　金沢駅西店 076-232-3981 石川県金沢市駅西新町　２丁目７番３４号
石川 金沢市 クスリキリン堂　金沢元町店 076-252-6221 石川県金沢市元町２丁目６番１号
石川 金沢市 クスリキリン堂　金沢松村店 076-267-5006 石川県金沢市松村　３丁目４７５



石川 金沢市 クスリキリン堂　神谷内店 076-253-8585 石川県金沢市神谷内町二１０ー３
石川 金沢市 クスリのアオキ　鞍月店 076-238-6006 石川県金沢市鞍月５丁目　７７番地
石川 金沢市 クスリのアオキ　西泉店 076-245-1101 石川県金沢市西泉３丁目２３番
石川 金沢市 クスリのアオキ　大河端店 076-256-0567 石川県金沢市副都心北部大河端　土地区画整理地内　７街区７番
石川 金沢市 クスリのアオキ　疋田店 076-251-0001 石川県金沢市疋田３丁目６３
石川 金沢市 ゲンキー　金沢近岡店 076-239-4150 石川県金沢市近岡町２９４ー２
石川 金沢市 ゲンキー　金沢畝田店 076-268-8513 石川県金沢市畝田町西２丁目　５番１
石川 金沢市 ゲンキー　金沢田上店 076-234-5630 石川県金沢市田上第５土地区画　整備事業施工地区内３６街区５番
石川 金沢市 コメヤ薬局　久安店 076-242-2781 石川県金沢市久安２ー２３５
石川 金沢市 シメノドラッグ　笠舞店 076-262-1561 石川県金沢市笠舞本町１ー２ー６　エスベランサ赤坂１Ｆ
石川 金沢市 シメノドラッグ　高柳店 076-252-0601 石川県金沢市高柳町１字　４８ー１
石川 金沢市 シメノドラッグ　諸江店 076-239-1417 石川県金沢市諸江町中丁　３３９ー１
石川 金沢市 ドラッグセイムス　金沢みどり店 076-256-3192 石川県金沢市みどり　１丁目２６２番２
石川 金沢市 ドン・キホーテ　金沢森本店 076-257-5311 石川県金沢市南森本二　１１ー１
石川 金沢市 ヤマダ電機　テックランド金沢本店 076-266-8222 石川県金沢市西都１ー４０
石川 金沢市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　古府店 076-249-6506 石川県金沢市古府１丁目１２１
石川 金沢市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　大桑店 076-242-5773 石川県金沢市大桑３ー１７６ー１
石川 金沢市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　直江店 076-237-2303 石川県金沢市直江町　２５街区１３番地
石川 金沢市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　杜の里店 076-223-1616 石川県金沢市もりの里　１丁目１３２
石川 金沢市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　木曳野店 076-268-9911 石川県金沢市木曳野土地区画　整理地３３街区
石川 金沢市 薬マツモトキヨシ　アピタタウン金沢ベイ店 076-225-2577 石川県金沢市第二土地区画　整理事業地区内２１街区
石川 金沢市 薬マツモトキヨシ　近江町店 076-221-1571 石川県金沢市青草町８８番地　近江町いちば館内
石川 穴水町 ドラッグストアマツモトキヨシ　穴水店 0768-52-3480 石川県鳳珠郡穴水町字川島レ　３０番１
石川 志賀町 シメノドラッグ　富来店 0767-42-2416 石川県羽咋郡志賀町里本江　乙１２４番地
石川 七尾市 クスリのアオキ　小島店 0767-52-2711 石川県七尾市小島町大開地　１番７８
石川 七尾市 ドラッグストアマツモトキヨシ　七尾西店 0767-52-8333 石川県七尾市国分町ラ１７
石川 七尾市 ドラッグストアマツモトキヨシ　七尾中央店 0767-53-5405 石川県七尾市矢田新町ハ　７５番地１
石川 七尾市 ホ－ムセンターヤマキシ　田鶴浜店 0767-68-6600 石川県七尾市田鶴浜町　高田ほ部３４
石川 珠洲市 シメノドラッグ　珠洲シーサイド店 0768-82-1626 石川県珠洲市飯田町　１丁目１番２２
石川 小松市 ＤＣＭカーマ２１小松店 0761-23-0520 石川県小松市沖周辺土地区画整理　事業施行地区内２７街区７５号
石川 小松市 イオン小松店 0761-23-1877 石川県小松市平面町アー６９
石川 小松市 クスリキリン堂　フレスポ小松店 0761-21-1775 石川県小松市下牧町己１街区２０
石川 小松市 クスリのアオキ　向本折店 0761-20-1003 石川県小松市向本折町ニ　２４番１
石川 小松市 クスリのアオキ　今江店 0761-20-4646 石川県小松市今江町　１丁目３０５番地
石川 小松市 クスリのアオキ　符津店 0761-43-1211 石川県小松市符津町タ３６番１
石川 小松市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　小松東店 0761-23-7321 石川県小松市若杉町６５ー１
石川 川北町 ＰＬＡＮＴ－３川北店 076-277-8200 石川県能美郡川北町朝日６３番　日用品売場
石川 川北町 スーパーホームセンター　ヤマキシ　川北店 076-277-7550 石川県能美郡川北町三反田　中２１６ー１
石川 中能登町 ドラッグストアマツモトキヨシ　鹿島店 0767-76-2357 石川県鹿島郡中能登町徳前よ　１０９ー１



石川 津幡町 ＰＬＡＮＴ－３津幡店 076-288-8200 石川県河北郡津幡町庄ヌ３　日用品売場
石川 津幡町 クスリのアオキ　本津幡店 076-288-7666 石川県河北郡津幡町清水ア２８番
石川 津幡町 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　津幡店 076-289-5656 石川県河北郡津幡町北中条　３９街区
石川 内灘町 クスリのアオキ　鶴ヶ丘店 076-286-6220 石川県河北郡内灘町字鶴ケ丘　五丁目１番地３５０
石川 能登町 シメノドラッグ　宇出津店 0768-62-8255 石川県鳳珠郡能登町宇出津　山分１ー１８
石川 能美市 ウエルシア　石川寺井店 0761-46-6400 石川県能美市寺井町ハ１１２
石川 能美市 クスリのアオキ　寺井店 0761-57-8300 石川県能美市寺井町寺井ロ　９０番１
石川 能美市 クスリのアオキ　辰口店 0761-52-0022 石川県能美市辰口町辰口９６５番
石川 能美市 コメヤ薬局　根上店 0761-56-1717 石川県能美市大成町ト１０
石川 白山市 アピタ　松任店 076-274-1840 石川県白山市幸明町２８０
石川 白山市 イオン松任店 076-274-6961 石川県白山市平松町１０２ー１
石川 白山市 クスリのアオキ　新旭店 076-274-0002 石川県白山市新田町４８ー１
石川 白山市 クスリのアオキ　石同新町店 076-274-0003 石川県白山市石同新町２７０
石川 白山市 クスリのアオキ　北安田店 076-274-3000 石川県白山市北安田西　１丁目５０番地
石川 白山市 ココカラファイン　ラスパ白山店 076-274-3103 石川県白山市倉光５丁目　１４番１
石川 白山市 コメヤ薬局　かわち店 07619-3-1903 石川県白山市河内町きりの里６４
石川 野々市市 イオン御経塚店 076-269-0149 石川県野々市市御経塚　２丁目９１番地
石川 野々市市 イオン野々市南店 076-246-8121 石川県野々市市上林　４丁目６０街区１０
石川 野々市市 クスリキリン堂　押野店 0762-94-8003 石川県野々市市押野６ー６２
石川 野々市市 クスリのアオキ　御経塚あやめ店 076-240-4700 石川県野々市市御経塚　三丁目１５９番地
石川 野々市市 クスリのアオキ　新庄店 076-248-0003 石川県野々市市新庄　六丁目４５１番地
石川 野々市市 ゲンキー　押野北店 076-220-7160 石川県野々市市押野　６丁目４８番地
石川 野々市市 ヤマダ電機　テックランド野々市店 076-294-5885 石川県野々市市三日市　二丁目５２番地
石川 野々市市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　新庄店 076-246-1190 石川県野々市市新庄　３丁目６５番
石川 野々市市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　野代店 076-246-1385 石川県野々市市野代　１丁目１３ー１
石川 輪島市 クスリのアオキ　輪島店 0768-23-0105 石川県輪島市宅田町５８番地
石川 輪島市 シメノドラッグ　門前店 0768-42-3133 石川県輪島市門前町本市は１７番
岐阜 安八町 スーパーセンタートライアル安八店 0584-63-0020 岐阜県安八郡安八町大明神　１８７番地１
岐阜 安八町 ディスカウントドラッグコスモス　安八店 0584-63-0170 岐阜県安八郡安八町大明神　２５１ー１
岐阜 羽島市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　羽島中央店 058-394-2212 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内　２ー５４
岐阜 羽島市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　羽島南店 058-394-1071 岐阜県羽島市江吉良町９３８
岐阜 羽島市 クスリのアオキ　岐阜羽島駅前店 058-322-4904 岐阜県羽島市舟橋町　８丁目１番地
岐阜 羽島市 ゲンキー　曲利東店 058-322-8410 岐阜県羽島市正木町曲利　１４０２番
岐阜 羽島市 サンドラッグ羽島店 058-397-1521 岐阜県羽島市江吉良町２９３９　バロー羽島インター店内
岐阜 羽島市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ羽島店 058-391-8771 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴字小堤　１０６０ー１
岐阜 羽島市 スギ薬局　羽島正木店 058-394-2112 岐阜県羽島市正木町曲利１０６８
岐阜 羽島市 スギ薬局　舟橋店 058-394-3120 岐阜県羽島市舟橋町１１番地
岐阜 羽島市 ドラッグユタカ　羽島丸の内店 058-393-3797 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内　７丁目６０番地
岐阜 下呂市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　下呂店 0576-23-1215 岐阜県下呂市森字折坂　８５４ー９



岐阜 下呂市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　萩原中央薬局 0576-53-2072 岐阜県下呂市萩原町花池字川原　１７７ー３
岐阜 下呂市 スギドラッグ　萩原店 0576-53-0700 岐阜県下呂市萩原町萩原　１５００番地２
岐阜 可児市 Ｖ・ｄｒｕｇ　中部薬品　可児川合店 0574-48-8426 岐阜県可児市川合２４９番地１
岐阜 可児市 Ｖ・Ｄｒｕｇ　中部薬品　広見薬局 0574-61-1855 岐阜県可児市広見字中反田　１９９９ー１
岐阜 可児市 クスリのアオキ今渡店 0574-49-8581 岐阜県可児市今渡　２４３２番地１
岐阜 可児市 クスリのアオキ中恵土店 0574-49-6501 岐阜県可児市中恵土　２０６０番地１
岐阜 可児市 ゲンキー　可児御岳店 0574-60-5860 岐阜県可児市柿田字細池　８０９ー１
岐阜 可児市 ゲンキー　可児店 0574-60-5120 岐阜県可児市坂戸字八幡　８０６番１
岐阜 可児市 ゲンキー　鳥屋場橋西店 0574-42-8152 岐阜県可児市下恵土１９３０番１
岐阜 可児市 スギドラッグ　可児広見店 0574-48-8302 岐阜県可児市広見２１１２番地１
岐阜 可児市 スギ薬局　可児店 0574-60-5505 岐阜県可児市下恵土字針田　４１３５番地
岐阜 可児市 ピアゴ　可児店 0574-63-2611 岐阜県可児市中恵土溝向　２１２０番１
岐阜 可児市 ヨシヅヤストアー　可児店 0574-63-4711 岐阜県可児市下恵土５７５０
岐阜 可児市 中部薬品今渡店 0574-60-5115 岐阜県可児市今渡８４０ー２　バロー今渡店内
岐阜 可児市 中部薬品中部薬品　西可児店 0574-69-0337 岐阜県可児市帷子新町３ー５４
岐阜 海津市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　南濃店 0584-58-0031 岐阜県海津市南濃町駒野長切　３２０番地１
岐阜 海津市 スギ薬局　海津店 0584-52-2071 岐阜県海津市海津町馬目字西方　３５６ー１
岐阜 海津市 ドラッグユタカ　海津平田店 0584-66-3447 岐阜県海津市平田町今尾　１５８８ー１
岐阜 各務原市 ＭＥＧＡドンキホーテ　鵜沼店 058-370-0155 岐阜県各務原市鵜沼西町　２丁目１６５番地
岐阜 各務原市 Ｖ・ｄｒｕｇ　那加店 058-380-7172 岐阜県各務原市那加前野町　３丁目１６７ー１
岐阜 各務原市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　にんじん通店 058-379-1052 岐阜県各務原市鵜沼各務原町　３丁目５４５ー１
岐阜 各務原市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　各務原中央店 058-380-7317 岐阜県各務原市蘇原新栄町　１丁目１
岐阜 各務原市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　那加住吉店 058-380-3584 岐阜県各務原市那加住吉町　３丁目２８番
岐阜 各務原市 アピタ　各務原店 0583-84-3911 岐阜県各務原市鵜沼各務原町　８丁目７番地
岐阜 各務原市 イオン各務原店 058-375-3500 岐阜県各務原市那加萱場町３ー８
岐阜 各務原市 クスリのアオキにんじん通り店 058-322-3666 岐阜県各務原市鵜沼各務原町　４丁目３２７番地１
岐阜 各務原市 クスリのアオキ鵜沼東店 058-322-2017 岐阜県各務原市鵜沼東町　一丁目１１２番地１
岐阜 各務原市 クスリのアオキ川島店 0586-64-5971 岐阜県各務原市川島河田町　３７８番地１
岐阜 各務原市 クスリのアオキ那加野畑店 058-372-3280 岐阜県各務原市那加野畑町　一丁目１１６番地３
岐阜 各務原市 ゲンキー　いちょう通り前洞新町店 058-372-2710 岐阜県各務原市那加前洞新町　４丁目１７８番地
岐阜 各務原市 ゲンキー　土山店 058-372-2070 岐阜県各務原市那加土山町　２丁目１６５番地
岐阜 各務原市 スギ薬局　鵜沼三ツ池店 058-379-5101 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町　５丁目１９８ー１
岐阜 各務原市 スギ薬局　鵜沼店 058-379-6015 岐阜県各務ヶ原市鵜沼西町　１丁目３６４番地１
岐阜 各務原市 スギ薬局　各務原店 0583-80-5033 岐阜県各務原市蘇原花園町　２丁目１６番地
岐阜 各務原市 ドラッグユタカ各務原那加店 058-383-5510 岐阜県各務原市那加巾下町３４
岐阜 各務原市 ヘルスバンク　蘇原店 0583-89-9130 岐阜県各務原市蘇原花園町　４ー１０ー１
岐阜 各務原市 ヤマダ電機　テックランド各務原店 058-379-5711 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町　３丁目１３２番地
岐阜 各務原市 中部薬品　蘇原店 0583-71-6955 岐阜県各務原市蘇原東栄町　２丁目９２ー１
岐阜 各務原市 中部薬品Ｖ・ｄｒｕｇ　中部薬品　鵜沼店 058-370-8710 岐阜県各務原市鵜沼西町　１丁目　６０２ー１番地



岐阜 笠松町 ドラッグユタカ　笠松長池店 058-387-9223 岐阜県羽島郡笠松町長池　字松ヶ枝４００番１
岐阜 笠松町 ドラッグユタカ　笠松店 058-387-9677 岐阜県羽島郡笠松町美笠通　１丁目８
岐阜 関ケ原町 スギ薬局　関ヶ原店 0584-41-0181 岐阜県不破郡関ケ原町関ケ原　字西野２５７２ー１
岐阜 関市 Ｖ・ｄｒｕｇ　関ひがし店 0575-21-5468 岐阜県関市市平賀字鹿塚８５
岐阜 関市 Ｖ・ｄｒｕｇ　中濃厚生病院前店 0575-25-6080 岐阜県関市西本郷１３１ー１
岐阜 関市 Ｖ・ｄｒｕｇ　中部薬品　関寿店 0575-21-0161 岐阜県関市寿町２丁目４番２３号
岐阜 関市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　関緑ヶ丘店 0575-21-3561 岐阜県関市池田町１６３
岐阜 関市 イオン関店 0575-21-0120 岐阜県関市倉知５１６
岐阜 関市 ウエルシア関緑ヶ丘店 0575-21-5035 岐阜県関市緑ケ丘　１丁目２番１５号
岐阜 関市 クスリのアオキ稲口店 0575-46-7870 岐阜県関市稲口５２３番地１
岐阜 関市 クスリのアオキ鋳物師屋店 0575-46-7188 岐阜県関市笠屋　土地区画整理事業１４街区３
岐阜 関市 ゲンキー　関稲口店 0575-21-7010 岐阜県関市稲口２８６番２
岐阜 関市 スーパーセンターオークワ　関店 0575-21-5501 岐阜県関市鋳物師屋字笠屋　１６１番２
岐阜 関市 スギ薬局　関店 0575-25-6220 岐阜県関市倉知字祭場下　４２３番地
岐阜 関市 ハローヘルス東新店 0575-22-9972 岐阜県関市東新町　６丁目３３３ー６
岐阜 関市 ベイシア関店 0575-27-1012 岐阜県関市小屋名字竹之腰　１６３０
岐阜 関市 ヘルスバンク　小瀬店 0575-25-2555 岐阜県関市十三塚北１８ー１
岐阜 関市 中部薬品Ｖ・ｄｒｕｇ　武儀店 0575-40-1611 岐阜県関市下之保上り瀬　２２５４
岐阜 岐南町 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　岐南徳田店 058-278-3661 岐阜県羽島郡岐南町徳田　３丁目３０９
岐阜 岐南町 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　岐南薬局 058-259-3166 岐阜県羽島郡岐南町野中　２丁目８８番地
岐阜 岐南町 スギドラッグ　岐南店 058-249-6011 岐阜県羽島郡岐南町八剣２ー３６
岐阜 岐阜市 Ｖ・ｄｒｕｇ　茜部南店 058-268-8607 岐阜県岐阜市茜部寺屋敷　２丁目６１番地
岐阜 岐阜市 Ｖ・ｄｒｕｇ　中部薬品　加納店 058-268-2511 岐阜県岐阜市加納朝日町　３ー１０ー１
岐阜 岐阜市 Ｖ・ｄｒｕｇ　中部薬品　岐大前店 058-293-5021 岐阜県岐阜市折立北浦　２３８番地１
岐阜 岐阜市 Ｖ・ｄｒｕｇ　中部薬品　岐阜島南店 058-296-0120 岐阜県岐阜市菅生８ー６ー１７
岐阜 岐阜市 Ｖ・ｄｒｕｇ　中部薬品　領下店 058-259-3671 岐阜県岐阜市領下　５丁目５８
岐阜 岐阜市 Ｖ・ｄｒｕｇ岐阜太郎丸店 058-201-2210 岐阜県岐阜市太郎丸新屋敷　４５ー１
岐阜 岐阜市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　三田洞薬局 058-236-2521 岐阜県岐阜市三田洞８８９ー１
岐阜 岐阜市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　則武中央店 058-296-5026 岐阜県岐阜市則武東　２丁目１５番１２号
岐阜 岐阜市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　北一色店 058-247-5552 岐阜県岐阜市北一色　６丁目２０ー２６
岐阜 岐阜市 イオン岐阜店 058-294-1100 岐阜県岐阜市正木中　１丁目２番１号
岐阜 岐阜市 イオン柳津店 058-388-2221 岐阜県岐阜市柳津町本郷　４ー１ー１
岐阜 岐阜市 クスリのアオキ　芋島店 058-215-6160 岐阜県岐阜市芋島　三丁目８番５号
岐阜 岐阜市 クスリのアオキ　岐阜県庁前店 058-274-1331 岐阜県岐阜市今嶺　２丁目５番３２号
岐阜 岐阜市 クスリのアオキ　西郷店 058-215-6007 岐阜県岐阜市中　２丁目１７７番
岐阜 岐阜市 クスリのアオキ茜部店 058-214-2682 岐阜県岐阜市茜部本郷　２丁目１３８番地１
岐阜 岐阜市 クスリのアオキ粟野東店 058-216-1731 岐阜県岐阜市粟野東　１丁目６３番地
岐阜 岐阜市 クスリのアオキ芥見店 058-213-7773 岐阜県岐阜市芥見南山　２丁目８番４４号
岐阜 岐阜市 クスリのアオキ鷺山店 058-215-1391 岐阜県岐阜市鷺山　１３３７番地



岐阜 岐阜市 クスリのアオキ上尻毛店 058-215-5434 岐阜県岐阜市上尻毛八幡　６０ー１
岐阜 岐阜市 ゲンキー　岩野田店 056-215-9550 岐阜県岐阜市粟野西　３ー６７ー１
岐阜 岐阜市 サンドラッグ岩地店 058-259-7387 岐阜県岐阜市岩地　２丁目２ー６ー５
岐阜 岐阜市 サンドラッグ岐阜六条店 058-268-2135 岐阜県岐阜市六条南１丁目　１７番地１４号
岐阜 岐阜市 スギドラッグ　岐阜都通店 058-215-5182 岐阜県岐阜市弁天町　３丁目３８番地
岐阜 岐阜市 スギドラッグ　岐阜六条店 058-214-3125 岐阜県岐阜市六条南三丁目　３番５号
岐阜 岐阜市 スギドラッグ　鷺山店 058-296-0630 岐阜県岐阜市鷺山中洙１５５１
岐阜 岐阜市 スギドラッグ　清本町店 058-268-7701 岐阜県岐阜市清本町　１丁目４８番地
岐阜 岐阜市 スギドラッグ　長森店 058-214-2105 岐阜県岐阜市琴塚２丁目８番８号
岐阜 岐阜市 スギドラッグ　鶴田店 058-249-5520 岐阜県岐阜市鶴田町２丁目１ー１
岐阜 岐阜市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ城東店 058-268-7021 岐阜県岐阜市城東通　４丁目２３番地１
岐阜 岐阜市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ長良西店 058-296-3141 岐阜県岐阜市上土居　１丁目６番６号
岐阜 岐阜市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ長良店 058-210-0231 岐阜県岐阜市福光東３ー１ー１
岐阜 岐阜市 スギ薬局　スギドラッグ忠節店 058-296-0701 岐阜県岐阜市島栄町　１丁目４５番地４
岐阜 岐阜市 スギ薬局　芥見店 058-244-0380 岐阜県岐阜市芥見東山２番６
岐阜 岐阜市 スギ薬局　笠松店 058-218-2045 岐阜県岐阜市柳津町栄町　２０２番地
岐阜 岐阜市 スギ薬局　中鶉店 058-268-8284 岐阜県岐阜市中鶉３丁目５０ー１
岐阜 岐阜市 スギ薬局　長良店 058-210-3121 岐阜県岐阜市八代１丁目６ー２０
岐阜 岐阜市 スギ薬局　島店 058-210-1510 岐阜県岐阜市北島７丁目３番地８
岐阜 岐阜市 スギ薬局　又丸店 058-293-0550 岐阜県岐阜市又丸村中４７ー１
岐阜 岐阜市 スギ薬局　柳ヶ瀬通り店 058-212-3330 岐阜県岐阜市柳ケ瀬通り１丁目　１２番岐阜中日ビル１Ｆ
岐阜 岐阜市 ドラッグユタカ　岐阜日野店 058-259-7234 岐阜県岐阜市日野南　７丁目１７番地６
岐阜 岐阜市 ドラッグユタカ　黒野店 058-234-3253 岐阜県岐阜市折立字村前　８７３ー３
岐阜 岐阜市 ドラッグユタカ　入舟店 058-240-2633 岐阜県岐阜市入舟町４丁目４番地
岐阜 岐阜市 ドラッグユタカ岩田店 058-241-2366 岐阜県岐阜市岩田東　３丁目１９８ー２
岐阜 岐阜市 ドラッグユタカ太郎丸店 058-229-0532 岐阜県岐阜市太郎丸新屋敷　１４３ー１
岐阜 岐阜市 ピアゴ　長良店 0582-94-4411 岐阜県岐阜市福光東１ー２６ー７
岐阜 岐阜市 ヘルスバンク柳津店 058-387-7720 岐阜県岐阜市柳津町梅松　４ー１３８
岐阜 岐阜市 ヤマダ電機　テックランド岐阜本店 058-268-7001 岐阜県岐阜市薮田南４ー１１ー７
岐阜 岐阜市 ユタカファーマシー　ドラッグユタカ　長森店 058-240-7686 岐阜県岐阜市水海道５丁目２ー５
岐阜 岐阜市 住ノ江岐薬　ａｓｋａ　柳津店 058-387-6665 岐阜県岐阜市柳津町東塚２ー７７
岐阜 岐阜市 中部薬品　茜部店 058-276-4482 岐阜県岐阜市茜部中島１丁目２４
岐阜 岐阜市 中部薬品　芥見店 058-241-8660 岐阜県岐阜市芥見南山　２ー６ー１１
岐阜 岐阜市 中部薬品　市橋店 058-272-2531 岐阜県岐阜市市橋２丁目２ー５　バローショッピングセンター内
岐阜 岐阜市 中部薬品　正木店 058-297-4046 岐阜県岐阜市正木北町６ー３３
岐阜 岐阜市 中部薬品　領下中央店 058-259-7766 岐阜県岐阜市領下６丁目２６ー１
岐阜 岐阜市 中部薬品岐阜島店 058-210-1250 岐阜県岐阜市北島４丁目６番の３
岐阜 岐阜市 薬マツモトキヨシ　アスティ岐阜駅店 058-265-6212 岐阜県岐阜市橋本町１丁目　１０番１号
岐阜 郡上市 Ｖ・ｄｒｕｇ　大和店 0575-88-9011 岐阜県郡上市大和町徳永字下西田　８１７ー１



岐阜 郡上市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　郡上市民病院前店 0575-66-1070 岐阜県郡上市八幡町島谷字古川　１５２２ー１
岐阜 郡上市 中部薬品中部薬品　白鳥中央店 0575-83-1055 岐阜県郡上市白鳥町白鳥　字藤五郎２８番２
岐阜 郡上市 中部薬品八幡小野店 0575-66-2112 岐阜県郡上市八幡町小野　６丁目１ー１
岐阜 恵那市 Ｖ＋ＤＲＵＧ　恵那店 0573-20-0545 岐阜県恵那市長島町中野　１丁目２番地３
岐阜 恵那市 Ｖ・ｄｒｕｇ　明智店 0573-55-0175 岐阜県恵那市明智町石坪　４６９ー２　明智ＳＰセンタージョイ内
岐阜 恵那市 ジップドラッグ　恵那店 0573-26-5655 岐阜県恵那市長島町正家　８３１ー２
岐阜 恵那市 中部薬品　岩村店 0573-43-0160 岐阜県恵那市岩村町飯羽間　２２９４ー１
岐阜 御嵩町 Ｖ・ｄｒｕｇ　中部薬品　御嵩東店 0574-68-1551 岐阜県可児郡御嵩町中１６番地１
岐阜 御嵩町 スギドラッグ　御嵩店 0574-49-7402 岐阜県可児郡御嵩町上恵土　２９５ー１
岐阜 御嵩町 中部薬品中部薬品　御嵩店 0574-68-0160 岐阜県可児郡御嵩町中　１０２５ー５
岐阜 高山市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　フレスポ高山店 0577-36-6045 岐阜県高山市天満町１ー５ー８　フレスポ飛騨高山内
岐阜 高山市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　高山西薬局 0577-36-6275 岐阜県高山市上岡本町　２丁目４５２ー２
岐阜 高山市 アピタ　飛騨高山店 0577-72-6311 岐阜県高山市国府町金桶４１番地
岐阜 高山市 ジップドラッグ　桐生薬局店 0577-36-8415 岐阜県高山市桐生町２丁目３４８
岐阜 高山市 スギドラッグ　高山駅西店 0577-57-9100 岐阜県高山市岡本町　一丁目１０１番地
岐阜 高山市 スギドラッグ　高山中央店 0577-57-9500 岐阜県高山市初田町　三丁目４５番地
岐阜 高山市 スギ薬局　スギドラッグ高山南店 0577-36-7510 岐阜県高山市石浦町　２ー４２５
岐阜 高山市 ヘルスバンク　西之一色店 0577-37-7878 岐阜県高山市西之一色町　３ー１２１３ー２
岐阜 高山市 中部薬品　高山南店 0577-37-6182 岐阜県高山市石浦町２丁目１８８
岐阜 高山市 中部薬品　国府店 0577-72-6105 岐阜県高山市国府町広瀬町　１６３５ー１
岐阜 高山市 中部薬品中部薬品　高山中央店 0577-37-5616 岐阜県高山市岡本町　三丁目４３ー１
岐阜 高山市 中部薬品中部薬品　高山東店 0577-37-5012 岐阜県高山市三福寺町　３３２９ー１
岐阜 坂祝町 オークワ　岐阜坂祝店 0574-24-5025 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩　１５１６番１
岐阜 山県市 Ｖ・ｄｒｕｇ　中部薬品　高富北店 0581-32-9031 岐阜県山県市東深瀬　５８７番地
岐阜 山県市 クスリのアオキ高富店 0581-32-9101 岐阜県山県市高富　２３６７番地
岐阜 山県市 ヘルスバンク　高富南店 0581-27-0015 岐阜県山県市高富５８７番地
岐阜 山県市 中部薬品高富店 0581-23-0112 岐阜県山県市高富井戸尻　２４２１番地
岐阜 神戸町 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　神戸店 0584-28-1517 岐阜県安八郡神戸町大字神戸　字大円坊１１５６番３
岐阜 神戸町 クスリのアオキ神戸店 0584-71-7371 岐阜県安八郡神戸町大字神戸　１１７０番地
岐阜 神戸町 ドラッグユタカ　神戸北店 0584-27-4440 岐阜県安八郡神戸町丈六道　村西５３番地
岐阜 垂井町 スギ薬局　垂井店 0584-24-0664 岐阜県不破郡垂井町字追分　２２８６番地１
岐阜 瑞穂市 ＰＬＡＮＴ－６　瑞穂店 058-329-3711 岐阜県瑞穂市牛牧２８３６番１　日用品売場
岐阜 瑞穂市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　穂積西店 058-329-3865 岐阜県瑞穂市十九条字鳥居前　２５０ー１
岐阜 瑞穂市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　穂積店 058-329-3617 岐阜県瑞穂市馬場小城町１丁目８
岐阜 瑞穂市 クスリのアオキ牛牧店 058-372-2088 岐阜県瑞穂市牛牧４８８番地１
岐阜 瑞穂市 スギドラッグ　穂積駅西店 058-322-3561 岐阜県瑞穂市別府　８７８番地１
岐阜 瑞穂市 スギドラッグ　穂積店 058-329-4030 岐阜県瑞穂市稲里中通６８１
岐阜 瑞浪市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　瑞浪中央店 0572-66-3825 岐阜県瑞浪市益見町　３丁目４１番地
岐阜 瑞浪市 ヤマダ電機　テックランド瑞浪店 0572-66-2688 岐阜県瑞浪市土岐町６９５８ー１



岐阜 瑞浪市 中部薬品　瑞浪店 0572-66-1185 岐阜県瑞浪市薬師町　３丁目１６ー３
岐阜 川辺町 スギ薬局　川辺店 0574-52-1071 岐阜県加茂郡川辺町西栃井　４５９番
岐阜 川辺町 中部薬品Ｖ・ｄｒｕｇ　川辺店 0574-52-1151 岐阜県加茂郡川辺町石神　９３４ー１
岐阜 多治見市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　笠原店 0572-45-1065 岐阜県多治見市笠原町向島　２４５５ー５４
岐阜 多治見市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　前畑薬局 0572-21-1650 岐阜県多治見市前畑町四丁目　１１１番２
岐阜 多治見市 ゲンキー　多治見西店 0572-21-3811 岐阜県多治見市宝町９ー７０
岐阜 多治見市 スギドラッグ　多治見店 0572-21-3916 岐阜県多治見市住吉町　１丁目１番地１
岐阜 多治見市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ滝呂店 0572-21-3271 岐阜県多治見市滝呂町　６丁目１２７番地
岐阜 多治見市 スギ薬局　多治見南店 0572-21-0071 岐阜県多治見市三笠町　１丁目８ー１
岐阜 多治見市 ドラッグユタカ　旭ヶ丘店 0572-29-1990 岐阜県多治見市旭ケ丘　１０丁目６ー２３
岐阜 多治見市 ピアゴ　多治見店 0572-25-7111 岐阜県多治見市住吉町　３丁目１９番地の１
岐阜 多治見市 中部薬品　根本店 0572-27-6977 岐阜県多治見市根本町　３ー８７ー１
岐阜 多治見市 中部薬品　多治見インター店 0572-21-5660 岐阜県多治見市若松町２丁目４８
岐阜 多治見市 中部薬品　多治見旭ヶ丘店 0572-28-3135 岐阜県多治見市小名田町西ケ洞　１ー３２５
岐阜 多治見市 中部薬品Ｖ・ｄｒｕｇ　多治見光ヶ丘店 0572-27-1711 岐阜県多治見市光ケ丘　２丁目２０ー１
岐阜 多治見市 中部薬品Ｖ・ｄｒｕｇ大畑店 0572-26-8390 岐阜県多治見市大畑町７丁目　１０７番地
岐阜 大垣市 Ｖ・ｄｒｕｇ　中部薬品　寺内店 0584-83-5501 岐阜県大垣市寺内町　４丁目８７番地１
岐阜 大垣市 Ｖ・ｄｒｕｇ　中部薬品　大垣西店 0584-47-7561 岐阜県大垣市桧町字笠毛　８１１番地１
岐阜 大垣市 Ｖ・ｄｒｕｇ　中部薬品　墨俣店 0584-47-8430 岐阜県大垣市墨俣町墨俣　字法蔵寺１０９８番地１
岐阜 大垣市 アピタ　大垣店 0584-83-1311 岐阜県大垣市林町　６丁目８０番２１
岐阜 大垣市 アル・プラザ平和堂　鶴見店 0584-75-3711 岐阜県大垣市鶴見町字上渡瀬　６４１番地の２
岐阜 大垣市 クスリのアオキ　あずま店 0584-71-8591 岐阜県大垣市東町　１丁目　７番１
岐阜 大垣市 クスリのアオキ大井店 0584-83-1006 岐阜県大垣市大井　２丁目４７番地１
岐阜 大垣市 クスリのアオキ大垣丸の内店 0584-71-7235 岐阜県大垣市丸の内　１丁目１８番地
岐阜 大垣市 クスリのアオキ長松店 0584-71-7581 岐阜県大垣市長松町　８４８番地１０
岐阜 大垣市 サンＷＩＬＬＤＲＵＧ　中部薬品　赤坂店 0584-72-1036 岐阜県大垣市赤坂町字河原　１７８８
岐阜 大垣市 スギ薬局　スギ薬局中野店 0584-83-1420 岐阜県大垣市中野町３丁目４番
岐阜 大垣市 スギ薬局　荒川店 0584-93-3285 岐阜県大垣市荒川町字森元　４１７番地１
岐阜 大垣市 ドラッグユタカ　墨俣店 0584-62-7702 岐阜県大垣市墨俣町二ツ木１９１
岐阜 大垣市 ドラッグユタカ　木戸店 0584-84-7701 岐阜県大垣市木戸町字北出　４２５番地
岐阜 大垣市 ドラッグユタカ　林町店 0584-74-7175 岐阜県大垣市林町１０丁目　１３３９ー１
岐阜 大垣市 ドラッグユタカひるい店 0584-92-1324 岐阜県大垣市昼飯町５０２ー１
岐阜 大垣市 ドラッグユタカ安井店 0584-78-6628 岐阜県大垣市安井町１１ー５
岐阜 大垣市 ドラッグユタカ大垣旭町店 0584-82-6161 岐阜県大垣市旭町２丁目２番地
岐阜 大垣市 高島屋前岐薬　ａｓｋａ　大垣店 0584-91-0260 岐阜県大垣市熊野町４ー１９
岐阜 大野町 ＬＩＸＩＬビバ　大野店 0585-32-4411 岐阜県揖斐郡大野町黒野９ー１
岐阜 大野町 ゲンキー岐阜大野店 0585-36-2501 岐阜県揖斐郡大野町黒野字小田町　２５ー４
岐阜 大野町 松久薬品 0585-34-1016 岐阜県揖斐郡大野町大字大堀　トミダヤショッピングセンター
岐阜 大野町 松久薬品平和堂大野店 0585-32-3824 岐阜県揖斐郡大野町黒野　字柿木１２



岐阜 池田町 Ｖ・ｄｒｕｇ　池田店 0585-44-0115 岐阜県揖斐郡池田町本郷８９０
岐阜 池田町 ザ・ビッグエクストラ岐阜池田店 0585-45-2021 岐阜県揖斐郡池田町八幡字　東光田１９７２ー１
岐阜 池田町 ドラッグユタカ　池田中央店 0585-45-0157 岐阜県揖斐郡池田町六之井　１３５０ー１
岐阜 中津川市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　坂本店 0573-78-1525 岐阜県中津川市茄子川２２０１
岐阜 中津川市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　中津川店 0573-62-2158 岐阜県中津川市かやの木町　１ー３７
岐阜 中津川市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　付知店 0573-83-2035 岐阜県中津川市付知町字小林　１０９４０ー１
岐阜 中津川市 アピタ　中津川店 0573-65-0811 岐阜県中津川市淀川町３ー８
岐阜 中津川市 ゲンキー　苗木店 0573-62-1080 岐阜県中津川市苗木字岡田　７５０８
岐阜 中津川市 ココカラファイン　中村店 0573-62-4930 岐阜県中津川市中津川字野中　３０１５ー１
岐阜 中津川市 ジップドラッグ　落合店 0573-51-3161 岐阜県中津川市落合沖田　７０９ー１
岐阜 中津川市 スーパーセンターオークワ　中津川店 0573-68-3300 岐阜県中津川市茄子川字津戸井　１６９３番１外
岐阜 中津川市 中部薬品苗木店 0573-62-0635 岐阜県中津川市苗木字柳ノ木　４８８１ー１
岐阜 土岐市 ゲンキー　山神店 0572-58-2870 岐阜県土岐市下石町１９０５
岐阜 土岐市 スーパーセンターオークワ　テラスゲート土岐店 0572-53-1115 岐阜県土岐市土岐ヶ丘　４丁目５番１
岐阜 土岐市 スギドラッグ　土岐店 0572-44-7436 岐阜県土岐市土岐口南町　二丁目　１１番地
岐阜 土岐市 中部薬品　土岐肥田店 0572-53-1201 岐阜県土岐市肥田浅野元町　１ー３７
岐阜 土岐市 中部薬品中部薬品　南土岐店 0572-58-0315 岐阜県土岐市妻木町大沼　１６５０ー２
岐阜 白川町 Ｖ・ｄｒｕｇ　中部薬品　白川店 0574-74-1015 岐阜県加茂郡白川町河岐　１７３１
岐阜 八百津町 Ｖ・ｄｒｕｇ　八百津店 0574-43-8177 岐阜県加茂郡八百津町和知　１０３２番５２
岐阜 飛騨市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　古川店 0577-74-0557 岐阜県飛騨市古川町高野字朝開　２５１ー４
岐阜 飛騨市 中部薬品Ｖ．ｄｒｕｇ　神岡店 0578-83-2065 岐阜県飛騨市神岡町東町　５２７番地１
岐阜 美濃加茂市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　美濃加茂西店 0574-24-3571 岐阜県美濃加茂市太田町３４０
岐阜 美濃加茂市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　美濃加茂東店 0574-23-1837 岐阜県美濃加茂市川合町　２丁目５ー７
岐阜 美濃加茂市 クスリのアオキ川合店 0574-49-7731 岐阜県美濃加茂市川合町　４丁目２番１０号
岐阜 美濃加茂市 ゲンキー　美濃太田店 0574-24-7651 岐阜県美濃加茂市島町　２丁目１３７８番地
岐阜 美濃加茂市 ココカラファイン　下米田店 0574-23-2087 岐阜県美濃加茂市下米田町小山　字上井領１０４４番地
岐阜 美濃加茂市 スギドラッグ　美濃加茂店 0574-23-2666 岐阜県美濃加茂市古井町下古井　字新明堂２７４７番地６
岐阜 美濃加茂市 中部薬品美濃加茂店 0574-23-0086 岐阜県美濃加茂市山手町　１丁目２２番地
岐阜 美濃市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　美濃店 0575-31-1701 岐阜県美濃市段町１０９番１１
岐阜 美濃市 オークワ　ＳＵＣ美濃インター店 0575-33-2895 岐阜県美濃市松森３２２ー２
岐阜 北方町 ＤＣＭカーマ北方店 058-320-4101 岐阜県本巣郡北方町高屋８６番４
岐阜 北方町 Ｖ・ｄｒｕｇ　北方中央店 058-320-3827 岐阜県本巣郡北方町加茂　１丁目６番地
岐阜 北方町 アピタ　北方店 058-328-8511 岐阜県本巣郡北方町平成　２丁目３番地
岐阜 北方町 クスリのアオキ北方中央店 058-322-6162 岐阜県本巣郡北方町長谷川　１丁目４７番地１
岐阜 北方町 ドラッグユタカ　北方芝原店 058-323-7323 岐阜県本巣郡北方町芝原中町　４丁目５５番地
岐阜 本巣市 ＤＣＭカーマ真正店 058-324-8431 岐阜県本巣市政田１２２５
岐阜 本巣市 スギドラッグ　本巣糸貫店 058-372-6312 岐阜県本巣市三橋一丁目４０番地
岐阜 本巣市 ユタカファーマシー　ドラッグユタカ　真正店 058-323-7180 岐阜県本巣市真正町大字軽海　字城浦４９６
岐阜 本巣市 中部薬品　本巣文殊店 0581-34-1147 岐阜県本巣市文殊字村雨　８３７ー４



岐阜 揖斐川町 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　揖斐川店 0585-21-2033 岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方中島　１２２
岐阜 揖斐川町 ゲンキー　揖斐南方店 0585-52-9220 岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方　字松原１８４番地
岐阜 養老町 Ｖ・ｄｒｕｇ　中部薬品　養老店 0584-33-2855 岐阜県養老郡養老町石畑　１１６１ー２
岐阜 養老町 オークワ　ＳＵＣ養老店 0584-37-3030 岐阜県養老郡養老町瑞穂　４１８ー１

岐阜 養老町 コスメティックイシイ 0584-71-7526
岐阜県養老郡養老町宇田字郷勺　５６１
イオンタウン養老　ショッピングセンター内

岐阜 養老町 ドラッグユタカ　養老高田店 0584-32-5080 岐阜県養老郡養老町高田　字元屋敷２１４９ー３６
岐阜 養老町 ユタカファーマシー　ドラッグユタカ　養老店 0584-34-3002 岐阜県養老郡養老町押越　１２３７ー４
静岡 葵区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　葵いろは店 054-270-9377 静岡県静岡市葵区新伝馬町　３丁目２３番１６号
静岡 葵区 ウエルシア静岡松富店 054-253-5388 静岡県静岡市葵区松富４ー２　ー１
静岡 葵区 エスポット．静岡東店 054-264-8800 静岡県静岡市葵区上土　２丁目１８番２７号
静岡 葵区 エスポット静岡千代田店 054-246-3926 静岡県静岡市葵区千代田　２ー２ー５
静岡 葵区 サンドラッグ　プラム呉服町店 054-250-2020 静岡県静岡市葵区呉服町　２ー３ー７
静岡 葵区 しんかわ薬局 054-266-3353 静岡県静岡市葵区弥勒　１丁目１ー１
静岡 葵区 スギ薬局　鷹匠店 054-653-5051 静岡県静岡市葵区相生町　１４ー３１
静岡 葵区 ドラッグストアマツモトキヨシ　東鷹匠店 054-200-0525 静岡県静岡市葵区東鷹匠町　３ー２４
静岡 葵区 薬マツモトキヨシ　安西店 054-653-2225 静岡県静岡市葵区土太夫町４０番
静岡 葵区 薬マツモトキヨシ　呉服町店 054-275-1180 静岡県静岡市葵区呉服町　２丁目６番８号
静岡 伊東市 セイジョー宇佐美店 0557-48-0211 静岡県伊東市宇佐美　１６５６ー１０
静岡 伊東市 柏屋 0557-37-2206 静岡県伊東市中央町９ー１９
静岡 伊豆の国市 アピタ　大仁店 0558-75-5811 静岡県伊豆の国市吉田字九十分　１５３
静岡 河津町 ウエルシア河津店 0558-34-3089 静岡県加茂郡河津町浜９４ー２
静岡 掛川市 ココカラファイン掛川下俣店 0537-62-2022 静岡県掛川市下俣１０１５ー１
静岡 掛川市 セイジョー大東店 0537-72-4592 静岡県掛川市大坂４１６ー１
静岡 掛川市 ヤマダ電機　テックランド掛川店 0537-25-6000 静岡県掛川市細田２３１ー１
静岡 菊川市 セイジョー赤土店 0537-73-1515 静岡県菊川市赤土１２５６ー１
静岡 吉田町 ウエルシア吉田片岡店 0548-34-0388 静岡県榛原郡吉田町片岡１９３７　ー１
静岡 吉田町 カワチ薬品　吉田店 0548-33-3890 静岡県榛原郡吉田町住吉　１２９５－１
静岡 御前崎市 杏林堂薬局　浜岡店 0537-85-8111 静岡県御前崎市池新田　４３５９ー１
静岡 御殿場市 ウエルシア　御殿場川島田店 0550-81-0250 静岡県御殿場市川島田４０５ー１
静岡 御殿場市 ウエルシア御殿場富士岡店 0550-86-0089 静岡県御殿場市大坂字高椚４８８
静岡 御殿場市 キミサワ　御殿場便船塚店 0550-70-0808 静岡県御殿場市東田中便船塚　１０１５ー１
静岡 三島市 イトーヨーカドー　三島店 0559-81-6111 静岡県三島市中田町９ー３０
静岡 三島市 ウエルシア三島谷田店 055-991-5089 静岡県三島市谷田　２９ー１
静岡 駿河区 　久保薬局 054-259-2143 静岡県静岡市駿河区用宗　３ー２ー２８
静岡 駿河区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　駿河下川原店 054-201-2881 静岡県静岡市駿河区下川原　五丁目１番８号
静岡 駿河区 アピタ　静岡店 054-654-4600 静岡県静岡市駿河区石田　１丁目５ー１
静岡 駿河区 ウエルシア静岡下川原店 054-268-1889 静岡県静岡市駿河区下川原　１４８４
静岡 駿河区 ウエルシア中原店 054-286-8018 静岡県静岡市駿河区中原１３１ー　３



静岡 駿河区 サンドラッグ　静岡イトーヨーカドー店 054-202-8051 静岡県静岡市駿河区曲金　３ー１ー５
静岡 駿河区 スギ薬局　スギドラッグ池田店 054-202-7662 静岡県静岡市駿河区池田字　長市坪１２６ー１
静岡 駿河区 ドン・キホーテ　包ＳＢＳ通り店 054-202-4311 静岡県静岡市駿河区富士見台　２ー１ー１１
静岡 駿河区 ヤマダ電機　テックランド静岡国吉田店 054-267-3911 静岡県静岡市駿河区国吉田　１丁目１番４３号
静岡 駿河区 杏林堂薬局　静岡登呂店 054-654-7911 静岡県静岡市駿河区登呂　１丁目１８ー３８
静岡 沼津市 イトーヨーカドー　沼津店行 0559-24-2211 静岡県沼津市高島本町１ー５
静岡 沼津市 ウエルシア原町店 0559-69-2688 静岡県沼津市青野３８ー１
静岡 沼津市 ウエルシア沼津学園通り店 0559-27-2525 静岡県沼津市大岡１９３０ー１
静岡 沼津市 ウエルシア沼津松長店 0559-69-4489 静岡県沼津市松長１２ー３
静岡 沼津市 ウエルシア沼津新沢田店 055-929-0889 静岡県沼津市新沢田町５ー４３
静岡 沼津市 ウエルシア沼津北高島町店 055-920-8889 静岡県沼津市北高島町８ー６
静岡 沼津市 エスポット沼津駅北店 0559-29-2211 静岡県沼津市北高島町２ー２９
静岡 沼津市 クリエイトＳ・Ｄ　浜松葵東店 053-430-1661 静岡県浜松市中区葵東　２－２－１５
静岡 沼津市 スギドラッグ　沼津大岡店 0559-55-9738 静岡県沼津市大岡　２４４６番地の１
静岡 沼津市 セイジョー沼津イシバシプラザ店 055-920-6088 静岡県沼津市高島本町１ー５　いしばしプラザ店内
静岡 焼津市 ＤＣＭカ－マ焼津店 054-625-0681 静岡県焼津市祢宜島１４１ー１
静岡 焼津市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　焼津西店 054-620-8580 静岡県焼津市五ケ堀之内字道南　１２０１
静岡 焼津市 クリエイトＳ・Ｄ　焼津三ケ名店 054-621-0511 静岡県焼津市三ケ名字金剛作　２１８
静岡 焼津市 スギ薬局　スギドラッグ焼津東小川店 054-620-7111 静岡県焼津市東小川　３丁目２０番地の５
静岡 焼津市 スギ薬局　大覚寺店 054-621-0035 静岡県焼津市大覚寺　２ー２５ー７
静岡 裾野市 ウエルシア裾野深良店 055-955-1789 静岡県裾野市深良８０１ー１
静岡 裾野市 クリエイトＳ・Ｄ　裾野滝頭店 055-995-1500 静岡県裾野市茶畑６９２
静岡 清水区 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　清水辻店 054-368-5902 静岡県静岡市清水区辻　４丁目４番１８号
静岡 清水区 イオン清水店 0543-44-2500 静岡県静岡市清水区上原　１丁目６ー１６
静岡 清水区 ウエルシア庵原店 0543-71-3288 静岡県静岡市清水区　庵原町１４６ー５
静岡 清水区 ウエルシア下野店 0543-63-5886 静岡県静岡市清水区下野西　１ー２７
静岡 清水区 ウエルシア駒越店 054-337-1650 静岡県静岡市清水区駒越西　１丁目２番７０号
静岡 清水区 ウエルシア清水横砂店 054-371-5660 静岡県静岡市清水区横砂本町　１８番２８号
静岡 清水区 ウエルシア清水八木間店 0543-60-4189 静岡県静岡市清水区谷津町１　丁目７７２ー１
静岡 清水区 ウエルシア村松店 0543-37-0788 静岡県静岡市清水区　村松１丁目４ー１
静岡 清水区 カワチ薬品　清水鳥坂店 054-348-5830 静岡県静岡市清水区鳥坂６８４
静岡 清水区 クリエイトＳ・Ｄ　清水有東坂店 054-344-3700 静岡県静岡市清水区今泉１６３ー　１
静岡 清水区 サンドラッグ　清水渋川店 054-344-7200 静岡県静岡市清水区渋川　１０２ー１
静岡 清水区 サンドラッグ清水店 054-361-6255 静岡県静岡市清水区宝町１ー８
静岡 清水町 エスポット駿東店 0559-81-5580 静岡県駿東郡清水町長沢　２２８ー５
静岡 清水町 薬マツモトキヨシ　三島ニトリ店 055-972-2633 静岡県駿東郡清水町玉川　１５７ー１
静岡 西区 イオン浜松志都呂店 053-415-1100 静岡県浜松市西区志都呂　２丁目３７番１号
静岡 西区 イオン浜松西店 053-449-2611 静岡県浜松市西区入野町　６２４４ー１
静岡 西区 サンドラッグ浜松西店 053-596-3171 静岡県浜松市西区馬郡町２５３５　はままつ西モール内



静岡 西区 ジップドラッグ　篠原店 053-445-0335 静岡県浜松市西区篠原町　１４１５７
静岡 西区 ベイシア雄踏店 053-597-2211 静岡県浜松市西区雄踏町１丁目　３２番２号
静岡 袋井市 イオン袋井店 0538-30-1111 静岡県袋井市上山梨字宮西１６７
静岡 袋井市 クリエイトＳ・Ｄ　袋井久能店 0538-41-1120 静岡県袋井市久能　２５５５－１
静岡 袋井市 スギドラッグ　袋井川井店 0538-30-6007 静岡県袋井市川井　１０２１番地の１
静岡 袋井市 スギドラッグ　袋井堀越店 0538-86-5111 静岡県袋井市堀越　三丁目１０番１
静岡 袋井市 ピアゴ　袋井店 0538-43-9211 静岡県袋井市新池字原川田　１１５８番地１
静岡 中区 ウエルシア船越店 053-467-4658 静岡県浜松市中区船越町　２６ー１０
静岡 中区 クリエイトＳ・Ｄ　浜松曳馬店 053-411-1020 静岡県浜松市中区曳馬３－１－２
静岡 中区 サンドラッグ　小豆餅店 053-414-0301 静岡県浜松市中区小豆餅　４丁目１４番３１号
静岡 中区 スギドラッグ　浜松住吉店 053-525-8580 静岡県浜松市中区住吉　４丁目１５番１号
静岡 中区 ドラッグストアマツモトキヨシ　東伊場店 053-455-4000 静岡県浜松市中区東伊場　２丁目１４番５５号
静岡 長泉町 ザ・コンボ　グランリバー大井川店 054-664-0889 静岡県焼津市下江留　１４２４ー１
静岡 島田市 アピタ島田店 0547-33-0811 静岡県島田市宝来町８ー２
静岡 島田市 ウエルシア島田若松店 0547-33-1880 静岡県島田市若松町２７２７ー１
静岡 島田市 サンドラッグ島田店 0547-33-5011 静岡県島田市大川町１１ー７
静岡 島田市 スギドラッグ　中河町店 0547-33-3301 静岡県島田市中河町２５２番地３
静岡 島田市 スギドラッグ　島田三ツ合店 0547-32-9370 静岡県島田市三ツ合町　１１５２ー１
静岡 東伊豆町 セイジョー稲取店 0557-33-2080 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取　３００９ー１１１
静岡 東区 ＤＣＭカーマ２１浜松店 053-466-5711 静岡県浜松市東区中田町　神明８００番地
静岡 東区 イオン浜松市野店 053-468-1600 静岡県浜松市東区天王町字諏訪　１９８１ー３
静岡 東区 スギ薬局　浜松西ヶ崎店 053-589-4373 静岡県浜松市東区西ヶ崎町　１０７２番地の１

静岡 東区 杏林堂スーパードラッグストア　ピーワンプラザ天王店 053-465-7411 静岡県浜松市東区天王町　１９８２ー３

静岡 東区 杏林堂ドラッグストア　笠井店 053-435-6666 静岡県浜松市東区笠井町　１１９７ー２２
静岡 藤枝市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　藤枝高柳店 054-634-1671 静岡県藤枝市高柳２丁目　９番１０号
静岡 藤枝市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　藤枝水守店 054-647-7377 静岡県藤枝市水守　２丁目２ー２
静岡 藤枝市 ウエルシア茶町店 054-647-3827 静岡県藤枝市茶町３－３－３８
静岡 藤枝市 エスポット・藤枝店 054-646-7700 静岡県藤枝市内瀬戸１ー２
静岡 藤枝市 サンドラッグ藤枝小石川店 054-647-5155 静岡県藤枝市小石川町　４ー１７ー１０
静岡 藤枝市 スギ薬局　藤枝水守店 054-647-5355 静岡県藤枝市八幡６２番地１
静岡 藤枝市 ドン・キホーテ　藤枝店 054-645-6111 静岡県藤枝市水上２１０ー９５
静岡 南区 クリエイトＳ・Ｄ　浜松三島店 053-444-5777 静岡県浜松市南区三島町７８０
静岡 南区 クリエイトＳ・Ｄ　浜松新橋店 053-444-5121 静岡県浜松市南区新橋町　１５１
静岡 南区 スギ薬局　スギ薬局浜松飯田店 053-411-3555 静岡県浜松市南区飯田町　６８１番地１
静岡 南区 ドラッグストアマツモトキヨシ　立野店 053-427-1910 静岡県浜松市南区立野町５４３
静岡 熱海市 ウエルシア熱海中央店 0557-86-5089 静岡県熱海市　中央町１９ー３９　マックスバリュー熱海店内
静岡 熱海市 セイジョー熱海店 0557-86-0620 静岡県熱海市和田町　１８ー２０
静岡 函南町 ウエルシアルピア函南店 055-970-2489 静岡県田方郡函南町仁田　７４－１　ルピア内



静岡 函南町 クリエイトＳ・Ｄ　函南南仁田店 055-970-0071 静岡県田方郡函南町仁田　１２４ー４
静岡 函南町 マックスバリュ函南間宮店 055-970-2700 静岡県田方郡函南町間宮　５０３ー１
静岡 磐田市 アピタ　磐田店 0538-34-5511 静岡県磐田市今之浦　３ー１ー１１
静岡 磐田市 カワチ薬品　磐田店 0538-36-7730 静岡県磐田市見付１８３９ー１５
静岡 磐田市 クリエイトＳ・Ｄ　磐田今之浦店 0538-21-1770 静岡県磐田市今之浦４ー１ー２
静岡 磐田市 スギ薬局　上岡田店 0538-39-1225 静岡県磐田市上岡田字村東　８１７番地１　ピアゴ上岡田店内
静岡 磐田市 スギ薬局　磐田中泉店 0538-39-0033 静岡県磐田市中泉字団子塚　２５００番１
静岡 磐田市 ドラッグストアマツモトキヨシ　磐田店 0538-39-1190 静岡県磐田市見付字今之浦　５８８８番地２
静岡 浜北区 アピタ　浜北店 053-584-6611 静岡県浜松市浜北区貴布祢　１２００番地
静岡 浜北区 カワチ薬品　浜北店 053-586-8831 静岡県浜松市浜北区染地台　５丁目６ー２２
静岡 浜北区 ココカラファイン　浜北中瀬店 053-580-0230 静岡県浜松市浜北区中瀬　１７９２ー１
静岡 浜北区 ジップドラッグ　浜北店 053-584-6777 静岡県浜松市浜北区沼字道上　１８９ー２
静岡 富士宮市 イオン富士宮店 0544-25-5310 静岡県富士宮市浅間町１ー８
静岡 富士宮市 ウエルシア富士宮城山店 0544-28-5089 静岡県富士宮市若の宮町１６番地
静岡 富士宮市 スギドラッグ　富士宮三園平店 0544-25-5020 静岡県富士宮市三園平　６８７番地
静岡 富士市 アピタ　富士吉原店 0545-51-2711 静岡県富士市国久保　２丁目１番１０号
静岡 富士市 ウエルシア富士クロスガーデン店 0545-55-1889 静岡県富士市中央町３丁目　１３ー１
静岡 富士市 ウエルシア富士今泉店 0545-53-1515 静岡県富士市今泉　３丁目５ー１
静岡 富士市 ウエルシア富士中里店 0545-39-1289 静岡県富士市中里７５ー２
静岡 富士市 カワチ薬品　富士厚原店 0545-72-5655 静岡県富士市厚原１１０ー１
静岡 富士市 クリエイトＳ・Ｄ　富士入山瀬店 0545-73-0671 静岡県富士市入山瀬３ー９ー１３
静岡 富士市 クリエイトＳ・Ｄ富士水戸島店 0545-66-1221 静岡県富士市水戸島本町４ー３
静岡 富士市 ドラッグストアマツモトキヨシ　富士吉原店 0545-54-2900 静岡県富士市浅間本町１番４９号
静岡 富士市 ドラッグストアマツモトキヨシ　富士厚原店 0545-73-1655 静岡県富士市厚原２３１４ー１
静岡 富士市 フジタカ薬局 0545-71-2147 静岡県富士市厚原９３７
静岡 北区 ベイシア浜松都田テクノ店 053-428-1001 静岡県浜松市北区新都田　３ー１ー１
静岡 牧之原市 ウエルシア牧之原榛原店 0548-22-7884 静岡県牧之原市細江４５６１ー１
富山 滑川市 ＰＬＡＮＴ－３滑川店 076-476-9711 富山県滑川市上島４６０番１
富山 魚津市 Ｖ．Ｄｒｕｇ中部薬品　魚津南店 0765-32-3224 富山県魚津市大光寺３８０番地
富山 魚津市 アピタ　魚津店 0765-23-4111 富山県魚津市住吉６００番地
富山 魚津市 クスリのアオキ　吉島店 0765-25-1501 富山県魚津市北鬼江３１１番１
富山 魚津市 ヤマダ電機　テックランド魚津店 0765-22-7161 富山県魚津市吉島４２１６ー１
富山 魚津市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　Ｊマート魚津店 0765-23-1111 富山県魚津市上村木４１３ー１　アップルヒルＳＣ内
富山 高岡市 ＤＣＭカーマ高岡野村店 0766-22-8147 富山県高岡市野村５６３ー５
富山 高岡市 Ｖ．Ｄｒｕｇ中部薬品　高岡羽広店 0766-21-6231 富山県高岡市羽広　二丁目１番６号
富山 高岡市 Ｖ．Ｄｒｕｇ中部薬品　蓮花寺店 0766-28-0530 富山県高岡市蓮花寺２１２ー１
富山 高岡市 Ｖ・Ｄｒｕｇ中部薬品　戸出店 0766-54-6166 富山県高岡市戸出町　５丁目６番３９号
富山 高岡市 イオン高岡店 0766-25-6821 富山県高岡市江尻３３１ー１　ＳＭコーナー
富山 高岡市 クスリのアオキ　戸出店 0766-63-6663 富山県高岡市戸出５丁目１番１号



富山 高岡市 クスリのアオキ　上四屋店 0766-25-5011 富山県高岡市上四屋２番２０号
富山 高岡市 クスリのアオキ　新野村 0766-26-3500 富山県高岡市野村１８４６
富山 高岡市 クスリのアオキ　中曽根店 0766-82-1620 富山県高岡市中曾根土地区画　整理地区内３６街区
富山 高岡市 クスリのアオキ　中田店 0766-36-8870 富山県高岡市下麻生５４１番
富山 高岡市 クスリのアオキ　伏木店 0766-44-6225 富山県高岡市伏木１丁目１番５号
富山 高岡市 クスリのアオキ　木津店 0766-28-7070 富山県高岡市木津１４２６番地１
富山 高岡市 シメノドラッグ　福岡店 0766-64-6588 富山県高岡市福岡町大滝　１６７番地
富山 高岡市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　高岡木津店 0766-29-3725 富山県高岡市木津４５８ー１４
富山 高岡市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　中曽根店 0766-82-2730 富山県高岡市中曽根２８１４番
富山 高岡市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　美幸店 0766-27-8780 富山県高岡市美幸町２ー１ー５
富山 黒部市 クスリのアオキ　黒部中央店 0765-54-0066 富山県黒部市牧野８１７番１
富山 黒部市 クスリのアオキ　堀高店 0765-57-2660 富山県黒部市堀高９５番１
富山 射水市 ＤＣＭカーマ２１大島店 0766-55-8055 富山県射水市本開発字代官免　１００
富山 射水市 クスリのアオキ　ひばり店 0766-55-2882 富山県射水市戸破２１２１ー５
富山 射水市 クスリのアオキ　小杉店 0766-56-0270 富山県射水市戸破　１６６０番
富山 射水市 クスリのアオキ　小杉北店 0766-55-8820 富山県射水市三ケ９２５番
富山 射水市 クスリのアオキ　西新湊店 0766-84-2030 富山県射水市西新湊２７番２
富山 射水市 ココカラファイン　小杉店 0766-57-3301 富山県射水市一条６番地
富山 小矢部市 クスリのアオキ　小矢部店 0766-67-8806 富山県小矢部市本町１２４５番
富山 小矢部市 ピアゴ　小矢部店 0766-68-3311 富山県小矢部市今石動町２ー３
富山 上市町 クスリのアオキ　上市店 076-473-2877 富山県中新川郡上市町法音寺　字横市２番１
富山 朝日町 クスリのアオキ　泊駅前店 0765-83-8775 富山県下新川郡朝日町平柳　１２４７番地１
富山 砺波市 Ｖ．Ｄｒｕｇ中部薬品　砺波中神店 0763-33-6301 富山県砺波市中神４丁目９８番
富山 砺波市 アピタ　砺波店 0763-32-7711 富山県砺波市太郎丸　４７８９番地１
富山 砺波市 イオンスタイルとなみ店 0763-32-8800 富山県砺波市中神　１丁目１７４番地
富山 砺波市 クスリのアオキ　杉木店 0763-55-6556 富山県砺波市杉木　五丁目７８番地
富山 砺波市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　砺波店 0763-34-0007 富山県砺波市宮丸２番地
富山 南砺市 クスリのアオキ　福野店 0763-22-1822 富山県南砺市二日町　１６００番１
富山 南砺市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　Ｊマート福光店 0763-52-7776 富山県南砺市福光町神田町　２０１番１
富山 入善町 　はまにし薬局　コスモ店 0765-74-9122 富山県下新川郡入善町椚山　１３３６コスモ２１内
富山 入善町 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　Ｊマート入善店 0765-74-2488 富山県下新川郡入善町上野　１２８５きららの里内
富山 氷見市 クスリのアオキ　氷見幸町店 0766-72-0301 富山県氷見市幸町７番２２号
富山 氷見市 クスリのアオキ　氷見柳田店 0766-91-0210 富山県氷見市柳田　１９５０番地１
富山 富山市 Ｖ．Ｄｒｕｇ　中部薬品　つばめ野店 076-464-6561 富山県富山市つばめ野　一丁目４１番地
富山 富山市 Ｖ．Ｄｒｕｇ　中部薬品　向新庄店 076-464-6652 富山県富山市向新庄町　一丁目２番６号
富山 富山市 Ｖ．Ｄｒｕｇ　中部薬品　町村店 076-422-7601 富山県富山市町村　２４４番地
富山 富山市 Ｖ．Ｄｒｕｇ　中部薬品　富山中島店 076-431-7020 富山県富山市中島　二丁目３番２６号
富山 富山市 Ｖ．Ｄｒｕｇ中部薬品　掛尾店 076-422-5150 富山県富山市掛尾町６７番
富山 富山市 アピタ　富山東店 076-451-0740 富山県富山市上冨居三丁目　８番３８号



富山 富山市 アルプラザ平和堂　富山店 076-466-1845 富山県富山市婦中町下轡田　１６５番地の１
富山 富山市 ウエルシアフジイ　富山水橋店 076-478-0220 富山県富山市水橋舘町字経田　５６９番１
富山 富山市 クスリのアオキ　下奥井店 076-433-0850 富山県富山市下奥井　一丁目　１番２６号
富山 富山市 クスリのアオキ　岩瀬東店 076-438-7181 富山県富山市中田１丁目　１１１番１
富山 富山市 クスリのアオキ　呉羽店 076-427-0801 富山県富山市呉羽町字草田　２４７４番
富山 富山市 クスリのアオキ　山室店 076-464-5333 富山県富山市山室２２６番地５
富山 富山市 クスリのアオキ　大沢野店 076-468-8686 富山県富山市上大久保　１０５０番地１
富山 富山市 クスリのアオキ　藤木店 076-424-6667 富山県富山市藤木１８７０番地１
富山 富山市 クスリのアオキ　鍋田店 076-452-1101 富山県富山市鍋田１番５５号
富山 富山市 クスリのアオキ　婦中店 076-466-0833 富山県富山市婦中町宮ケ島　３１５番地
富山 富山市 クスリのアオキ　堀川店 076-494-1030 富山県富山市堀川本郷１５番１２
富山 富山市 シメノドラッグ　粟島店 076-433-7165 富山県富山市粟島町　３丁目３９１番２
富山 富山市 シメノドラッグ　八尾店 076-455-9511 富山県富山市八尾町井田　４４９ー４
富山 富山市 シメノドラッグ　本郷店 076-495-5045 富山県富山市本郷町４９番１
富山 富山市 ドラッグセイムス　アピア店 076-445-3188 富山県富山市稲荷元町　２ー１１ー１アピア１Ｆ
富山 富山市 ドラッグセイムス　羽根店 076-493-8831 富山県富山市羽根１３９９ー１
富山 富山市 ドン・キホーテ　富山店 076-424-0711 富山県富山市掛尾町３６５ー１
富山 富山市 メイキャップスタジオ　Ａｍａｎｏ　ＣＩＣ店 076-444-0405 富山県富山市新富町１ー２ー３　ＣＩＣ　１Ｆ
富山 富山市 ヤマダ電機　テックランド金泉寺店 076-405-6148 富山県富山市金泉寺７０ー２
富山 富山市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　Ｊマート山室店 076-493-7777 富山県富山市山室２２６ー２　グリーンモール山室内
富山 富山市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　Ｊマート大沢野店 076-467-4300 富山県富山市上大久保　１２１０番１　ＳＣグリーンバレー内
富山 富山市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　下新店 076-432-2885 富山県富山市下新町　２７番１７号
富山 富山市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　窪新店 076-539-8143 富山県富山市窪新町字小橋詰割　１ー１外
富山 富山市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　太郎丸店 076-420-3955 富山県富山市太郎丸本町　４丁目２ー５
富山 富山市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　富山藤ノ木店 076-420-5430 富山県富山市開５８５
富山 富山市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　富山婦中店 076-466-0801 富山県富山市婦中町速星１９２５
富山 立山町 クスリのアオキ　立山店 076-462-7111 富山県中新川郡立山町大石原　７５番
富山 立山町 ドラッグセイムス　立山店 076-462-9127 富山県中新川郡立山町日俣　５６ー１
福井 越前市 クスリのアオキ　横市店 0778-25-6250 福井県越前市横市町２７字尾寺　１ー１
福井 越前市 クスリのアオキ　芝原店 0778-25-5560 福井県越前市芝原５丁目７街区１
福井 越前市 ゲンキー　ＮＥＷ武生西店 0778-25-5630 福井県越前市新保４ー１０ー１
福井 越前市 ゲンキー　高瀬店 0778-22-2570 福井県越前市高瀬　１丁目５４番地
福井 越前市 しきぶ温泉湯楽里 0778-25-7800 福井県越前市白崎町６８ー６
福井 越前市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　高瀬店 0778-22-5160 福井県越前市文京２丁目　１ー３３
福井 越前町 Ｖ．Ｄｒｕｇ中部薬品　越前朝日店 0778-42-8533 福井県丹生郡越前町西田中　四丁目５０８番地
福井 越前町 クスリのアオキ　織田店 0778-36-2311 福井県丹生郡越前町大王丸　１４ー３３
福井 越前町 クスリのアオキ　朝日店 0778-34-5711 福井県丹生郡越前町東内郡　２丁目２２２番
福井 高浜町 ドラッグユタカ若狭高浜店 0770-72-2760 福井県大飯郡高浜町宮崎　８６ー１１ー１
福井 高浜町 佐々木薬局　高浜店 0770-72-4488 福井県大飯郡高浜町宮崎７７



福井 坂井市 ＰＬＡＮＴ－２坂井店 0776-72-0011 福井県坂井市坂井町下新庄　１５ー８ー１
福井 坂井市 クスリのアオキ　丸岡北店 0776-68-1400 福井県坂井市丸岡町一本田福所　２４字１８番１
福井 坂井市 クスリのアオキ　三国店 0776-81-7200 福井県坂井市三国町覚善２　字大宮３１番１
福井 坂井市 クスリのアオキ　春江店 0776-58-0550 福井県坂井市春江町江留下高道　１３２番
福井 坂井市 ゲンキー　ＮＥＷ三国店 0776-82-7161 福井県坂井市三国町楽円　５８ー１０ー１
福井 坂井市 ゲンキー　丸岡店 0776-67-4840 福井県坂井市丸岡町高柳９ー５
福井 坂井市 ゲンキー　春江店 0776-51-6601 福井県坂井市春江町随応寺　２３字６番１
福井 坂井市 薬マツモトキヨシ　イーザ三国店 0776-82-3800 福井県坂井市三国町三国東　５丁目１ー２０
福井 鯖江市 Ｖ．Ｄｒｕｇ中部薬品　鯖江北店 0778-43-6171 福井県鯖江市糺町４４ー３１ー９
福井 鯖江市 アルプラザ平和堂　鯖江店 0778-54-8169 福井県鯖江市下河端町　１６字下町１６番１
福井 鯖江市 クスリのアオキ　東鯖江店 0778-43-6031 福井県鯖江市五郎丸町７４番地
福井 鯖江市 ゲンキー　ＮＥＷ鯖江西店 0778-54-7320 福井県鯖江市小黒町３ー１ー２６
福井 若狭町 ＰＬＡＮＴ－２上中店 0770-62-2511 福井県三方上中郡若狭町脇袋　１１ー１２ー１　
福井 小浜市 ドラッグストア太陽堂　　小浜店 0770-52-1244 福井県小浜市千種２丁目１ー１
福井 小浜市 ドラッグユタカ小浜店 0770-52-6510 福井県小浜市駅前１３番２２号
福井 大野市 クスリのアオキ　こぶし通り店 0779-64-4226 福井県大野市糸魚町　１番３号
福井 大野市 ゲンキー　ＮＥＷ大野店 0779-65-1127 福井県大野市鍬掛２０字９番２
福井 敦賀市 Ｖ．Ｄｒｕｇ中部薬品　敦賀長沢店 0776-25-2677 福井県敦賀市長沢５１ー１
福井 敦賀市 アピタ　敦賀店 0770-22-8311 福井県敦賀市中央町１丁目　５ー５
福井 敦賀市 アルプラザ平和堂　敦賀店 0770-22-1586 福井県敦賀市白銀町１１ー５
福井 敦賀市 クスリのアオキ　敦賀南店 0770-25-6870 福井県敦賀市若葉町　２丁目７０５番
福井 敦賀市 クスリのアオキ　木崎店 0770-47-6201 福井県敦賀市木崎　２４号１３番地１
福井 敦賀市 ゲンキー　敦賀店 0770-21-6330 福井県敦賀市古田刈２９号１ー１
福井 敦賀市 ゲンキー　敦賀木崎店 0770-21-9551 福井県敦賀市木崎１７ー１２
福井 敦賀市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　福井木崎店 0770-22-4830 福井県敦賀市木崎　１７号高土手７番地
福井 南越前町 クスリのアオキ　南条店 0778-47-3861 福井県南条郡南越前町東大道　２５字宮ノ前２５番１
福井 福井市 Ｖ．Ｄｒｕｇ中部薬品　開発店 0776-57-0660 福井県福井市開発２丁目１０１
福井 福井市 アピタ　福井大和田店 0776-57-2164 福井県福井市大和田町　第３２号２３番地
福井 福井市 アピタ　福井店 0776-33-8406 福井県福井市飯塚町第１１号１１
福井 福井市 アルプラザ平和堂　ベル店 0776-35-3111 福井県福井市花堂南２ー１６ー１
福井 福井市 クスリのアオキ　花堂店 0776-32-6150 福井県福井市花堂東　１丁目１７１０番地
福井 福井市 クスリのアオキ　月見店 0776-32-5150 福井県福井市月見４丁目２１７番
福井 福井市 クスリのアオキ　灯明寺店 0776-27-0521 福井県福井市舟橋町６９ー５
福井 福井市 クスリのアオキ　舞屋店 0776-32-5200 福井県福井市舞屋町６ー５ー２
福井 福井市 ゲンキー　四ツ居店 0776-54-3669 福井県福井市南四ツ居　１ー１０ー１６
福井 福井市 ゲンキー　町屋店 0776-29-7006 福井県福井市文京　１丁目１８ー２７
福井 福井市 ゲンキー　福井若杉店 0776-32-6020 福井県福井市若杉３４ー５１ー１
福井 福井市 ゲンキー　福井大和田店 0776-57-1560 福井県福井市大和田町２９字４１
福井 福井市 ゲンキー　福井南店 0776-39-1515 福井県福井市下河北町５字１ー１



福井 福井市 ゲンキー　和田東店 0776-21-3380 福井県福井市和田東　１丁目２３１５番
福井 福井市 すかっとランド九頭竜 0776-59-1188 福井県福井市天菅生町３　字１０番地
福井 福井市 ヤスサキＨＣ　ワイホーム 0776-52-6860 福井県福井市新保町７字明石　９ー１
福井 福井市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　下馬店 0776-33-3560 福井県福井市下馬２ー１４０１
福井 福井市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　高木店 0776-54-1566 福井県福井市高木町市場周辺　土地区画整理地２７街区３
福井 福井市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　大島店 0776-34-5015 福井県福井市大島町柳１０１ー４
福井 福井市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　二の宮店 0776-22-6560 福井県福井市経田　２丁目１１０番地
福井 福井市 中部薬品Ｖ．Ｄｒｕｇ　福井御幸店 0776-22-5520 福井県福井市御幸２丁目　４番２４号

（以上）


