
都道府県 市区町村 店名 電話番号 住所

大阪 阿倍野区 イトーヨーカドー　あべの店 06-6643-1111 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋　１－６－１

大阪 阿倍野区 スギ薬局　あべの店 06-4399-3267 大阪府大阪市阿倍野区三明町　２丁目１番４号　阪急ファミリーストア内
大阪 阿倍野区 スギ薬局　昭和町店 06-4399-5061 大阪府大阪市阿倍野区阪南町　２丁目４番１号
大阪 阿倍野区 スギ薬局　西田辺店 06-6607-7710 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町　二丁目１１番１６号
大阪 阿倍野区 スギ薬局　林寺店 06-6710-3780 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北　３ー１１ー４
大阪 阿倍野区 ドラッグストアマツモトキヨシ　帝塚山店 06-4399-3001 大阪府大阪市阿倍野区万代　１丁目６番５号　サンハイム帝塚山１階
大阪 旭区 ココカラファイン　関目高殿店 06-4254-7733 大阪府大阪市旭区高殿　４ー２２ー２６
大阪 旭区 スギドラッグ　高殿店 06-6167-5656 大阪府大阪市旭区高殿　４丁目１番６号　阪急オアシス高殿店　２階
大阪 旭区 スギ薬局　生江店 06-6180-6112 大阪府大阪市旭区生江　一丁目３番２号
大阪 旭区 ドラッグストアマツモトキヨシ　新森店 06-6958-6004 大阪府大阪市旭区新森２丁目　１７番１４号
大阪 旭区 ミック千林薬店 06-6953-3052 大阪府大阪市旭区千林　２ー１１ー２６
大阪 旭区 石田化粧品店 06-6952-2098 大阪府大阪市旭区千林　２丁目１０ー３０
大阪 茨木市 ＭＥＧＡドン・キホーテ茨木店 072-631-3411 大阪府茨木市東太田　１ー４ー４８
大阪 茨木市 イオン茨木店 072-604-9746 大阪府茨木市松ヶ本町　８番３０号の３
大阪 茨木市 イオン新茨木店 072-638-0150 大阪府茨木市中津町１８ー１
大阪 茨木市 キリン堂　茨木太田店 072-631-8090 大阪府茨木市太田　１丁目１番２０号
大阪 茨木市 クスリキリン堂　茨木真砂店 072-637-1696 大阪府茨木市真砂１丁目　１３ー２７
大阪 茨木市 クスリキリン堂　沢良宜店 072-630-3618 大阪府茨木市沢良宜浜２丁目　１番６号
大阪 茨木市 スギドラッグ　鮎川店 072-630-6015 大阪府茨木市鮎川４ー１ー１０
大阪 茨木市 スギドラッグ　茨木西店 072-648-7747 大阪府茨木市西駅前町７番　メゾン茨木西駅前１階
大阪 茨木市 スギドラッグ　総持寺店 072-631-3170 大阪府茨木市総持寺駅前町　５ー３１
大阪 茨木市 スギ薬局　茨木駅前通り店 072-665-5231 大阪府茨木市駅前四丁目　２番２８号
大阪 茨木市 スギ薬局　茨木水尾店 072-636-8166 大阪府茨木市水尾１丁目１６ー７
大阪 茨木市 ドラッグユタカ　ガーデンモール彩都店 072-643-7580 大阪府茨木市彩都あさぎ１丁目　２番１号
大阪 茨木市 ミック茨木本町薬店 072-626-3009 大阪府茨木市本町１ー７
大阪 茨木市 平和堂　アルプラザ茨木 072-640-5000 大阪府茨木市上郡２丁目　１２番８号
大阪 羽曳野市 イズミヤ古市店 072-958-2911 大阪府羽曳野市翠鳥園　３９５番１号

【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。 
 



大阪 羽曳野市 ココカラファイン　古市駅前店 072-942-0107 大阪府羽曳野市栄町　７ー１　近鉄プラザ２階
大阪 羽曳野市 ココカラファイン　島泉店 072-931-0923 大阪府羽曳野市島泉８丁目　９－１
大阪 羽曳野市 マザーピア　羽曳が丘店 072-956-3211 大阪府羽曳野市羽曳が丘　１０ー１７ー１
大阪 羽曳野市 ライフコーポレーション　恵我之荘店 072-955-3563 大阪府羽曳野市恵我之荘　３ー１ー７
大阪 河内長野市 アルカドラッグ　河内長野店 0721-50-2266 大阪府河内長野市本多町　５ー２３
大阪 河内長野市 イズミヤ河内長野店 072-164-1227 大阪府河内長野市喜多町　６６３番地
大阪 河内長野市 サンプラザ　三日市駅前店 072-163-3719 大阪府河内長野市三日市町　３２ー１
大阪 河南町 オークワＳＵＣ河南店 0721-93-4144 大阪府南河内郡河南町大字中　４１５
大阪 貝塚市 イオン貝塚店 072-430-1501 大阪府貝塚市地蔵堂　７４ー２
大阪 貝塚市 エバグリーン　貝塚店 072-430-2000 大阪府貝塚市脇浜１ー２ー１０
大阪 貝塚市 クスリキリン堂　麻生中店 072-420-1102 大阪府貝塚市麻生中８１７ー１
大阪 貝塚市 サンドラッグ貝塚津田北町店 072-430-5276 大阪府貝塚市津田北町２８番１号
大阪 貝塚市 スーパーセンタートライアル　二色浜店 072-433-6200 大阪府貝塚市澤８９０番１
大阪 貝塚市 スギ薬局　貝塚半田店 072-420-0671 大阪府貝塚市半田６０４ー１
大阪 貝塚市 ドラッグセイムス貝塚脇浜店 072-493-9027 大阪府貝塚市脇浜４丁目　４ー３
大阪 貝塚市 ホームセンターコーナン　貝塚東山店 072-421-1011 大阪府貝塚市東山　４丁目３番１号
大阪 岸和田市 ＭＥＧＡドン・キホーテ岸和田店 072-430-0511 大阪府岸和田市春木若松町　５５５ー１
大阪 岸和田市 イオン東岸和田店 072-438-2301 大阪府岸和田市土生町　２ー３２ー７
大阪 岸和田市 ウエルシア　岸和田春木店 072-437-8884 大阪府岸和田市八幡町４ー５５
大阪 岸和田市 オークワ　岸和田八田店 0724-28-1300 大阪府岸和田市八田町３６８ー２
大阪 岸和田市 サンドラッグ岸和田三田店 072-448-6561 大阪府岸和田市三田町　６３７ー１
大阪 岸和田市 サンドラッグ岸和田北町店 072-433-5133 大阪府岸和田市北町１８ー１
大阪 岸和田市 スギ薬局　岸和田山直店 072-440-2501 大阪府岸和田市三田町　１２ー１
大阪 岸和田市 スギ薬局　岸和田北店 072-448-6036 大阪府岸和田市箕土路町　１ー１０ー３８
大阪 岸和田市 ドラッグスギ　岸和田上野店 0724-30-5373 大阪府岸和田市上野町西　１４ー２５
大阪 岸和田市 ドラッグセガミ　南海岸和田店 072-436-8201 大阪府岸和田市野田町１丁目　７ー２５　ショップ南海岸和田
大阪 岸和田市 ホームセンターコーナン　岸和田ベイサイド店 072-430-5701 大阪府岸和田市港緑町５番５号
大阪 熊取町 ココカラファイン　熊取店 072-453-5006 大阪府泉南郡熊取町紺屋　１丁目２６番１６号　じゃんぼスクエア熊取１階
大阪 交野市 イズミヤ交野店 072-894-0097 大阪府交野市私部西１丁目　３３ー２０
大阪 交野市 クスリキリン堂　河内磐船店 072-895-1555 大阪府交野市森北１丁目　１７ー２２
大阪 港区 ＭＥＧＡドン・キホーテ弁天町店 06-6571-3810 大阪府大阪市港区弁天町　３ー１３ー１
大阪 港区 スギドラッグ波除店 06-6626-9365 大阪府大阪市港区波除　１丁目４番２６号
大阪 港区 ドラッグセガミ　市岡店 06-6575-1731 大阪府大阪市港区市岡２丁目　４ー２５
大阪 港区 ドラッグセガミ　弁天町店 06-6572-5391 大阪府大阪市港区弁天１丁目　３ー３　クロスシティ３Ｆ
大阪 高石市 サンドラッグ綾園店 072-267-2081 大阪府高石市綾園７ー５ー７３
大阪 高石市 ライフコーポレーション　高石店 072-263-6051 大阪府高石市高師浜　３ー２０ー２０
大阪 高槻市 ＤＣＭダイキ阿武山店 072-697-3120 大阪府高槻市奈佐原２ー１１
大阪 高槻市 イオン高槻店 072-669-5551 大阪府高槻市萩之庄３ー４７ー２
大阪 高槻市 キリン堂薬店　高槻野田店 072-662-3940 大阪府高槻市野田１丁目　２４ー１０号



大阪 高槻市 ケアーズドラッグ浦堂店 072-680-2010 大阪府高槻市浦堂２丁目　１０ー１０
大阪 高槻市 ケアーズドラッグ奈佐原店 072-690-5805 大阪府高槻市奈佐原元町　３８番１５号
大阪 高槻市 サンドラッグ高槻西冠店 072-670-3371 大阪府高槻市西冠３ー２９ー７
大阪 高槻市 スギドラッグ　高槻西冠店 072-662-6636 大阪府高槻市西冠２丁目　２番１号
大阪 高槻市 スギドラッグ　高槻店 072-686-3700 大阪府高槻市北園町１８ー５
大阪 高槻市 ダイエー　摂津富田店 072-695-1147 大阪府高槻市大畑町１３ー１
大阪 高槻市 ヤマダ電機　テックランド高槻大塚店 072-662-3239 大阪府高槻市大塚町５ー２ー６
大阪 高槻市 平和堂　アルプラザ高槻 072-684-9100 大阪府高槻市芥川町　１ー２ーＣー２０１
大阪 此花区 ディスカウントドラッグコスモス　高見店 06-4804-5260 大阪府大阪市此花区高見　１丁目３ー９１
大阪 阪南市 わくわくシティオークワ　尾崎店 0724-71-7000 大阪府阪南市下出１６７ー１　わくわくシティ２Ｆ
大阪 堺区 イオンスタイル鉄砲町店 072-221-0006 大阪府堺市堺区鉄砲町１ー１
大阪 堺区 イズミヤ阪和堺店 072-229-2323 大阪府堺市堺区田出井町　１番１ー１００
大阪 堺区 ココカラファイン　堺駅前店 072-282-6105 大阪府堺市堺区戎島町　２ー６３ー１
大阪 堺区 ココカラファイン　南海堺店 072-226-5770 大阪府堺市堺区戎島町　３ー２２ー１　プラットプラット内１階
大阪 堺区 スギドラッグ　堺東雲店 072-275-6050 大阪府堺市堺区東雲西町　三丁６番２５号
大阪 堺区 スギ薬局　大仙店 072-280-1036 大阪府堺市堺区大仙西町６丁　１８４ー３
大阪 堺区 ディスカウントドラッグコスモス　七道東店 072-225-5630 大阪府堺市堺区七道東町　１８２ー１
大阪 堺区 ドラッグストアサーバ　堺旭ヶ丘北店 072-280-0030 大阪府堺市堺区旭ケ丘北町　１ー１ー２２
大阪 堺区 ホームセンターコーナン　堺店 072-244-8865 大阪府堺市堺区石津北町　９０番地３
大阪 四條畷市 イオンスタイル四條畷店 072-803-0200 大阪府四條畷市砂四丁目３番２号
大阪 四條畷市 ドラッグストアアカカベ楠公通店 072-876-4194 大阪府四條畷市楠公１丁目　１５番８号
大阪 守口市 イオン大日店 064-252-3900 大阪府守口市大日東町１ー１８
大阪 守口市 クスリキリン堂　エルフ守口店 06-4252-1216 大阪府守口市大久保町　３ー３４ー１４
大阪 守口市 ココカラファイン　京阪本通太子橋駅前店 06-6995-5539 大阪府守口市京阪本通　１ー７ー２６　エルベコート太子橋駅前１Ｆ
大阪 守口市 スギドラッグ　守口寺方店 06-6992-0855 大阪府守口市寺方元町４丁目　４番１０号
大阪 守口市 ディスカウントドラッグコスモス　八雲中町店 06-6780-2355 大阪府守口市八雲中町　３丁目１３ー４７
大阪 守口市 ドラッグスギ　守口ジャガータウン店 06-6780-2170 大阪府守口市佐太東町２丁目　６番１４号　ジャガータウングリーン内
大阪 守口市 ドラッグセガミ　守口藤田店 06-6780-3217 大阪府守口市藤田町　４ー１３ー１１
大阪 守口市 ドラッグセガミ　守口八雲店 06-4250-5401 大阪府守口市北斗町２ー２
大阪 守口市 ライフコーポレーション　守口寺方店 06-6993-9511 大阪府守口市寺方本通　２ー１１ー１５
大阪 住吉区 スギドラッグ　あびこ駅前店 06-6115-6167 大阪府大阪市住吉区我孫子東　３丁目１番１号　泰清ビル１階
大阪 住吉区 スギドラッグ　住吉苅田店 06-4703-3422 大阪府大阪市住吉区苅田　５丁目１３番５号
大阪 住吉区 スギドラッグ　長居店 06-6615-8207 大阪府大阪市住吉区長居　２ー１０ー３１
大阪 住吉区 スギ薬局　あびこ東店 06-4700-3356 大阪府大阪市住吉区我孫子東　１ー９ー６
大阪 住吉区 スギ薬局　南住吉店 06-6115-7817 大阪府大阪市住吉区南住吉　３丁目１３番１号
大阪 住吉区 ダイエー我孫子店 06-6699-5091 大阪府大阪市住吉区苅田　５ー１４ー１３
大阪 住吉区 ライフコーポレーション　住吉店 06-6672-4311 大阪府大阪市住吉区万代　４ー１３ー３
大阪 住吉区 ライフコーポレーション　長居店 06-6697-3011 大阪府大阪市住吉区長居東　３ー１ー１
大阪 住之江区 コクミン　ポートタウン店 06-6613-1537 大阪府大阪市住之江区南港中　２ー１ー１０９　ポートタウンショッピングセンタ



大阪 住之江区 シルク　御崎ＳＤ店 06-6686-0469 大阪府大阪市住之江区御崎８丁目　２ー２３
大阪 住之江区 スギ薬局　東加賀屋店 06-4702-6035 大阪府大阪市住之江区東加賀屋　１丁目１ー２３
大阪 住之江区 ドラッグストアマツモトキヨシ　住之江公園駅前店 06-4702-6020 大阪府大阪市住之江区新北島　１丁目５番１号　コーニッシュビル１Ｆ
大阪 松原市 ＭＥＧＡドン・キホーテ松原店 072-337-5811 大阪府松原市丹南３丁目２ー１０
大阪 松原市 イズミヤ松原店 072-332-2251 大阪府松原市上田６丁目４番８号
大阪 松原市 ココカラファイン　高見の里店 072-338-2475 大阪府松原市田井城３ー３ー４
大阪 松原市 スギ薬局　カナートモール松原店 072-290-7150 大阪府松原市田井城　１丁目１番１号　カナートモール松原１階
大阪 松原市 スギ薬局　河内松原駅前店 072-339-1951 大阪府松原市上田３丁目６番１号　ゆめニティまつばら１階
大阪 松原市 ドラッグセガミ　天美店 072-337-8121 大阪府松原市天美南２ー８２ー１
大阪 松原市 天美ケンコー薬局 072-336-2271 大阪府松原市天美東７－２－２８
大阪 城東区 イズミヤ今福店 06-6934-3531 大阪府大阪市城東区今福東１丁目　１０番５号
大阪 城東区 スギドラッグ　城東古市店 06-6167-8107 大阪府大阪市城東区古市　３丁目７番２１号
大阪 城東区 スギ薬局　蒲生店 06-6930-9500 大阪府大阪市城東区今福西１丁目　９ー１
大阪 城東区 スギ薬局　関目店 06-4255-8201 大阪府大阪市城東区成育２丁目　１４番８号
大阪 城東区 スギ薬局　城東東中浜店 06-6964-1005 大阪府大阪市城東区東中浜５丁目　７番７号
大阪 城東区 ドラッグセガミ　関目店 06-6180-2350 大阪府大阪市城東区関目　３ー９ー３１
大阪 城東区 ライフォート　深江橋店 06-6967-0451 大阪府大阪市城東区永田３丁目　１３番９号
大阪 城東区 ライフコーポレーション　深江橋店 06-6968-9971 大阪府大阪市城東区永田　３ー１３ー８
大阪 城東区 江綿キリンド　城東店 06-6932-1231 大阪府大阪市城東区今福西　１ー８ー７
大阪 寝屋川市 イズミヤ寝屋川店 072-822-2311 大阪府寝屋川市早子町　２３番１ー１０４号
大阪 寝屋川市 イズミヤ東寝屋川店 072-822-2121 大阪府寝屋川市打上元町　１６番３号
大阪 寝屋川市 サンドラッグ東香里店 072-811-5021 大阪府寝屋川市寝屋１ー４ー１
大阪 寝屋川市 ジャパン　寝屋川店 072-830-6155 大阪府寝屋川市葛原　１丁目２２番１０号
大阪 寝屋川市 スギドラッグ　香里西店 072-800-6414 大阪府寝屋川市香里西之町　４番９号
大阪 寝屋川市 スギドラッグ　寝屋川木田店 072-803-6636 大阪府寝屋川市木田元宮　１丁目２０番１号
大阪 寝屋川市 スギ薬局　寝屋川萱島店 072-825-7233 大阪府寝屋川市萱島東３丁目　１７番８号
大阪 寝屋川市 スギ薬局　寝屋川黒原店 072-801-9055 大阪府寝屋川市黒原新町８８
大阪 寝屋川市 スギ薬局　東香里店 072-811-5222 大阪府寝屋川市寝屋　１ー２ー８
大阪 寝屋川市 ドラッグストアアカカベ萱島店 072-827-4193 大阪府寝屋川市上神田２丁目　１０ー１２
大阪 寝屋川市 ホームセンターコーナン　寝屋川仁和寺店 072-827-4057 大阪府寝屋川市仁和寺町　２０番１１号
大阪 寝屋川市 マザーピア　寝屋川店 072-832-7211 大阪府寝屋川市緑町４ー２０
大阪 寝屋川市 ヤマダ電気　テックランドＮｅｗ寝屋川店 072-811-5755 大阪府寝屋川市寝屋南　二丁目２０番８号
大阪 寝屋川市 秦漢方薬局 072-833-1868 大阪府寝屋川市成田東が丘　４２－２
大阪 寝屋川市 平和堂　アルプラザ香里園 072-835-6624 大阪府寝屋川市日新町５番５号
大阪 吹田市 イオン吹田店 06-6319-1147 大阪府吹田市朝日町２ー１０１
大阪 吹田市 イオン南千里店 06-6337-2111 大阪府吹田市千里山西　６ー５６ー１
大阪 吹田市 イオン北千里店 06-6871-8634 大阪府吹田市古江台４ー２ー５０
大阪 吹田市 イズミヤ千里丘店 06-6380-7141 大阪府吹田市山田南１番１号
大阪 吹田市 ココカラファイン　江坂店 06-6310-6836 大阪府吹田市豊津町１０ー３４



大阪 吹田市 コスメデルアップ　江坂西店 06-6190-5543 大阪府吹田市江の木町１番３５号
大阪 吹田市 スギドラッグ　岸部店 06-6310-7505 大阪府吹田市原町４丁目　２１番５８号
大阪 吹田市 スギドラッグ　千里丘店 06-6816-7167 大阪府吹田市長野東８ー２
大阪 吹田市 スギドラッグ　南千里駅前店 06-6170-9801 大阪府吹田市佐竹台　一丁目４番１号
大阪 吹田市 スギ薬局　江坂垂水町店 06-6310-8531 大阪府吹田市垂水町３丁目　９番１０号　白川ビル１階
大阪 吹田市 スギ薬局　佐井寺店 06-4861-3051 大阪府吹田市佐井寺３丁目　２０番３２号
大阪 吹田市 スギ薬局　吹田金田店 06-6192-7020 大阪府吹田市金田町　２８ー１０
大阪 吹田市 スギ薬局　吹田清水店 06-6816-7102 大阪府吹田市清水１２ー１３
大阪 吹田市 スギ薬局　千里山店 06-6310-9777 大阪府吹田市千里山松が丘　２６ー１２　メゾンリラ千里山１階
大阪 吹田市 ダイエー江坂店 06-6380-0561 大阪府吹田市豊津町　１０ー７
大阪 吹田市 ドラッグセガミ　デュー阪急山田店 06-6836-6223 大阪府吹田市山田西４ー１ー２
大阪 吹田市 ドラッグセガミ　岸辺店 06-6318-0178 大阪府吹田市岸部南１ー２ー５
大阪 吹田市 ドラッグセガミ　佐井寺店 06-6386-8860 大阪府吹田市佐井寺南が丘　１７番１号　関西スーパーメラード内
大阪 吹田市 ホームセンターコーナン　吹田インター青葉丘店 066-816-2357 大阪府吹田市青葉丘南１４ー１
大阪 吹田市 ライフォート　千里丘店 06-6816-8157 大阪府吹田市千里丘上５ー３０
大阪 吹田市 ロイヤルホームセンター　吹田店 06-6330-6551 大阪府吹田市岸部中２丁目４ー１
大阪 生野区 ＤＳ　サーバ　生野巽中店 06-4306-8993 大阪府大阪市生野区巽中　１ー１２ー２０
大阪 生野区 コダマ薬局 06-6731-3361 大阪府大阪市生野区生野西　３丁目　１３－１９
大阪 生野区 スギドラッグ　巽中店 06-4309-7606 大阪府大阪市生野区巽中　３丁目　３番１０号
大阪 生野区 ライフコーポレーション　巽店 06-6753-6161 大阪府大阪市生野区巽中　１ー２２ー２
大阪 西区 ＤＣＭダイキ堺インター店 072-295-5008 大阪府堺市西区太平寺７１１番１
大阪 西区 イオン大阪ドームシティ店 06-6584-1500 大阪府大阪市西区千代崎　３丁目１３番１号
大阪 西区 イトーヨーカドー　津久野店 072-266-7700 大阪府堺市西区下田町２０ー１
大阪 西区 イトーヨーカドー　鳳店 072-274-4111 大阪府堺市西区鳳南町　３丁目１９９番１２号
大阪 西区 ココカラファイン　上野芝楽市店 072-276-6581 大阪府堺市西区上野芝町　２ー７ー３　西友楽市上野芝店
大阪 西区 ココカラファイン　鳳南店 072-273-5780 大阪府堺市西区鳳南町１丁目　８－１
大阪 西区 スギ薬局　九条店 06-6586-5145 大阪府大阪市西区九条２丁目　７番１５号
大阪 西区 ダイエー　おおとり店 072-275-1147 大阪府堺市西区鳳東町７ー７３３
大阪 西区 タナベ薬局 072-278-6135 大阪府堺市西区堀上緑町　３ー２ー２
大阪 西区 ドラッグストア浜寺 072-275-9035 大阪府堺市西区浜寺船尾町東　３ー３９５
大阪 西区 マザーピア　津久野店 072-272-5211 大阪府堺市西区津久野町　１ー２６ー２７
大阪 西成区 デイリーカナートイズミヤ　天下茶屋店 06-6656-0432 大阪府大阪市西成区岸里１丁目　１番９５号
大阪 西成区 ドラッグセイムス岸里玉出店 06-6655-0720 大阪府大阪市西成区岸里東二丁目　１５番１４号　岸里東パークホームズ１階
大阪 西成区 はやし　鶴見橋店 06-6647-5095 大阪府大阪市西成区鶴見橋１丁目　１７番５号３Ｆ
大阪 西成区 ホームセンターコーナン　南津守店 06-6655-3757 大阪府大阪市西成区南津守　６丁目１番７５号
大阪 西成区 マザーピア　南津守店 06-6653-0211 大阪府大阪市西成区南津守　５ー２ー１４
大阪 西成区 ミック鶴見橋薬店 06-6631-5772 大阪府大阪市西成区鶴見橋　１ー１６ー３６
大阪 西淀川区 イズミヤイズミヤスーパーセンター福町店 06-6473-1238 大阪府大阪市西淀川区福町　３丁目２番１５号
大阪 西淀川区 スギ薬局　塚本店 06-6476-5751 大阪府大阪市西淀川区柏里　２丁目６番１７号　ローズマンション１階



大阪 西淀川区 スギ薬局　姫島店 06-6476-3380 大阪府大阪市西淀川区姫島　５ー１６ー４７
大阪 西淀川区 スギ薬局福町店 06-6379-3500 大阪府大阪市西淀川区福町三丁目　１番１６号
大阪 西淀川区 ライフコーポレーション　出来島店 06-6475-7071 大阪府大阪市西淀川区出来島　１ー５ー１２
大阪 摂津市 オ－クワ　南摂津駅前店 06-6827-5800 大阪府摂津市東一津屋４ー１０
大阪 摂津市 スーパーセンタートライアル　摂津南店 064-862-8778 大阪府摂津市東別府３ー５ー１３
大阪 摂津市 ディスカウントドラッグコスモス　摂津南店 06-4862-8900 大阪府摂津市南別府町１ー４３
大阪 摂津市 ホームセンターコーナン　　摂津鳥飼西店 072-650-1051 大阪府摂津市鳥飼西５ー５ー５
大阪 摂津市 ライフコーポレーション　正雀店 06-6381-4931 大阪府摂津市正雀本町　１ー１ー３９
大阪 泉佐野市 アローズ 072-468-7487 大阪府泉佐野市南中安松１６６６
大阪 泉佐野市 イオン日根野店 072-468-1300 大阪府泉佐野市日根野　２４９６ー１
大阪 泉佐野市 ココカラファイン　いこらもーる泉佐野 072-458-2045 大阪府泉佐野市下瓦屋　２ー２ー７７　ショッパーズモール泉佐野１Ｆ
大阪 泉佐野市 ココカラファイン　コープ泉佐野店 072-458-6039 大阪府泉佐野市市場西　３丁目２番４５　コープ泉佐野内
大阪 泉佐野市 ディスカウントドラッグコスモス　りんくう店 072-458-0601 大阪府泉佐野市りんくう往来北　１ー８２９
大阪 泉佐野市 メガセンタートライアルりんくう店 072-458-3288 大阪府泉佐野市りんくう往来北　１番地の１０
大阪 泉大津市 コクミン　シルク新泉大津ＳＤ店 0725-31-4692 大阪府泉大津市池浦町　１ー１８ー３６　泉大津クレッセ内
大阪 泉大津市 スギドラッグ　泉大津店 0725-20-0785 大阪府泉大津市松之浜町　２ー１ー８
大阪 泉大津市 ダイエー　泉大津店 0725-33-4711 大阪府泉大津市旭町２０ー１
大阪 泉大津市 ディスカウントドラッグコスモス　我孫子店 0725-20-5920 大阪府泉大津市我孫子１１２
大阪 泉大津市 マザーピア　和泉府中店 0725-46-4511 大阪府泉大津市東豊中町　１ー６ー２４
大阪 泉大津市 ヤマダ電機　テックランド泉大津店 072-520-6026 大阪府泉大津市松之浜町　２丁目１０ー５５
大阪 泉大津市 山陽マルナカ泉大津店 0725-20-0222 大阪府泉大津市我孫子１２０ー１
大阪 泉南市 イオンりんくう泉南店 072-484-3446 大阪府泉南市りんくう南浜３ー１
大阪 泉南市 サンドラッグ泉南北野店 072-480-0166 大阪府泉南市北野２ー３７ー３
大阪 大阪狭山市 イオン金剛店 072-366-7811 大阪府大阪狭山市半田　１ー３５ー１
大阪 大阪狭山市 ディスカウントドラッグコスモス　金剛店 072-360-1880 大阪府大阪狭山市半田　１丁目　１５
大阪 大正区 スギ薬局　千島店 06-6563-9873 大阪府大阪市大正区千島三丁目　４番２号　ＣＯＺＹＣＨＩＳＨＩＭＡ１階
大阪 大正区 ホームセンターコーナン　大正千島店 06-6556-0610 大阪府大阪市大正区千島　１ー２３ー１１５
大阪 大正区 ライフコーポレーション　泉尾店 06-6555-1381 大阪府大阪市大正区泉尾　５ー８ー１７
大阪 大東市 イズミヤ大東店 072-874-9201 大阪府大東市住道２丁目　１番１０３号
大阪 大東市 グルメシティ近畿　四条畷店 072-877-0771 大阪府大東市北楠の里町　２４ー２０
大阪 大東市 ココカラファイン　アクロスプラザ大東店 072-874-5122 大阪府大東市氷野　２丁目１番３４号　アクロスプラザ大東内
大阪 大東市 ジャパン　大東氷野店 072-875-8989 大阪府大東市氷野３ー１
大阪 大東市 ジョーシン大東店　マザーピア 072-870-6722 大阪府大東市新田旭町２ー８
大阪 大東市 スギ薬局　大東赤井店 072-889-5039 大阪府大東市赤井３丁目　５番１０号
大阪 大東市 ディスカウントストア　ドラッグコスモス赤井店 072-889-3177 大阪府大東市氷野２丁目　３ー１
大阪 大東市 ドラッグストアアカカベ扇町店 072-869-4194 大阪府大東市扇町１０ー５
大阪 大東市 ドラッグストアアカカベ津の辺店 072-879-4193 大阪府大東市明美の里町１ー７０
大阪 池田市 ダイエー　池田駅前店 072-752-4600 大阪府池田市満寿美町２ー２
大阪 池田市 ライフォート　池田旭丘店 072-760-5888 大阪府池田市旭丘１ー２ー３



大阪 中央区 クスリキリン堂　堺筋本町店 06-4705-0198 大阪府大阪市中央区安土町　１丁目７番１３号
大阪 中央区 ココカラファイン　なんば店 06-6635-0643 大阪府大阪市中央区難波　３ー７ー４
大阪 中央区 ココカラファイン　戎橋店 06-4396-7130 大阪府大阪市中央区難波３丁目　７番３号
大阪 中央区 ココカラファイン　心斎橋本店 06-6258-9411 大阪府大阪市中央区南船場　３ー７ー２７
大阪 中央区 サンドラッグ心斎橋店 06-4963-8651 大阪府大阪市中央区心斎橋筋　１ー３ー２０　風月堂ビル１階
大阪 中央区 スギドラッグ　瓦屋町店 06-4305-7861 大阪府大阪市中央区瓦屋町　２ー１１ー１６
大阪 中央区 スギドラッグ　道頓堀東店 06-6484-2645 大阪府大阪市中央区道頓堀　１丁目２番１号　ＤＯ　ＢＯＸ１０３号
大阪 中央区 スギ薬局　堺筋本町店 06-4705-3014 大阪府大阪市中央区本町　１ー５ー６　大阪山甚ビル１階
大阪 中央区 スギ薬局　谷町四丁目店 06-4790-7061 大阪府大阪市中央区内本町　１丁目１番５号　プラスサンビル１階
大阪 中央区 ツルハドラッグ　道頓堀店 06-6484-3268 大阪府大阪市中央区道頓堀　１丁目８ー２６
大阪 中央区 ドン・キホーテなんば千日前店 06-6630-9911 大阪府大阪市中央区難波千日前　１２ー７
大阪 中央区 マージュ　船場店　（萬栄） 066-244-5304 大阪府大阪市中央区博労町　３ー１ー１１
大阪 中央区 ラオックス　大阪大丸本店 06-6241-0001 大阪府大阪市中央区心斎橋筋　１ー７ー１　大丸心斎橋店　南館
大阪 中央区 ラオックス　大阪日本橋店 064-397-6105 大阪府大阪市中央区日本橋　２ー７ー５
大阪 中央区 ロイヤルホームセンター　森ノ宮店 06-6191-3336 大阪府大阪市中央区玉造　１丁目１番３１号
大阪 中央区 ワカノウラ薬局 06-6252-1515 大阪府大阪市中央区南船場　３ー５ー１７
大阪 中区 イズミヤ泉北店 072-270-7305 大阪府堺市中区小阪２７０番地
大阪 中区 スギ薬局　堺深井店 072-276-6651 大阪府堺市中区八田北町４７５
大阪 中区 スギ薬局　堺福田店 072-230-3558 大阪府堺市中区福田８６７
大阪 中区 マザーピア　深井店 072-279-1411 大阪府堺市中区深井沢町３２３７
大阪 中区 ロイヤルホームセンター　堺店 072-270-2345 大阪府堺市中区深井北町　６３７ー２
大阪 鶴見区 イオン鶴見店 064-257-3001 大阪府大阪市鶴見区鶴見　４ー１３ー１
大阪 鶴見区 サンドラッグ横堤店 06-6914-3058 大阪府大阪市鶴見区横堤　３ー６ー４３
大阪 鶴見区 スギドラッグ　鶴見緑店 06-6167-5277 大阪府大阪市鶴見区緑１ー９ー６　ドムール緑町１階
大阪 鶴見区 スギ薬局　スギドラッグ鶴見焼野店 06-6914-2527 大阪府大阪市鶴見区焼野２丁目　１ー１
大阪 鶴見区 スギ薬局　今福鶴見店 06-6914-2026 大阪府大阪市鶴見区鶴見　３ー６ー１６
大阪 天王寺区 サンドラッグ玉造店 06-6191-8157 大阪府大阪市天王寺区玉造元町　３ー２６
大阪 天王寺区 パウ　上本町店 06-4305-5021 大阪府大阪市天王寺区上之宮町　１ー２４
大阪 都島区 イオン京橋店 06-6352-2151 大阪府大阪市都島区片町　２ー３ー５１
大阪 都島区 スギドラッグ　毛馬店 06-6926-2008 大阪府大阪市都島区毛馬町２丁目　１０番１号
大阪 都島区 スギ薬局　都島北通店 06-6924-8055 大阪府大阪市都島区都島北通　１ー７ー１２
大阪 都島区 スギ薬局　都島友渕店 06-4253-3955 大阪府大阪市都島区友渕町　２丁目１５番２４号
大阪 都島区 ドラッグセガミ　内代店 06-6956-5279 大阪府大阪市都島区内代町２丁目　１３ー２４
大阪 都島区 ライフコーポレーション　毛馬店 066-927-1101 大阪府大阪市都島区毛馬町　２ー２ー８
大阪 東区 クスリキリン堂　大美野店 072-237-5445 大阪府堺市東区大美野　１７１番地３
大阪 東区 サンドラッグ堺草尾店 072-230-3027 大阪府堺市東区草尾７６４ー１
大阪 東区 スギ薬局　堺白鷺店 072-288-2055 大阪府堺市東区白鷺町　３丁目１２番４７号
大阪 東区 ダイエー　北野田店 072-234-3811 大阪府堺市東区丈六１８３ー１８
大阪 東区 ドラッグストアマツモトキヨシ　初芝店 072-285-7023 大阪府堺市東区日置荘西町１丁目　１２番１８号



大阪 東区 ヤマダ電機　テックランド堺本店 072-256-5100 大阪府堺市東区八下町１ー５ー１
大阪 東区 ライフコーポレーション　初芝店 072-286-2861 大阪府堺市東区日置荘西町　１ー１１ー１
大阪 東住吉区 スギドラッグ　鷹合店 06-6607-3301 大阪府大阪市東住吉区鷹合１丁目　１３番６号
大阪 東住吉区 スギドラッグ　長居公園通店 06-4703-5602 大阪府大阪市東住吉区矢田　１丁目１６番１２号
大阪 東住吉区 ハロードラッグ矢田駅前薬局 06-6700-2131 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田　３ー４ー３３
大阪 東住吉区 ライフコーポレーション　杭全店 06-6713-0601 大阪府大阪市東住吉区杭全　５ー１１ー７
大阪 東成区 ＭＥＧＡドン・キホーテ　深江橋店 06-6977-4211 大阪府大阪市東成区深江北　１ー１３
大阪 東成区 スギドラッグ　東今里店 06-6977-0610 大阪府大阪市東成区東今里　二丁目７番２８号
大阪 東大阪市 イオン布施駅前店 066-785-6555 大阪府東大阪市長堂１ー８ー３７
大阪 東大阪市 イズミヤ若江岩田店 072-963-2580 大阪府東大阪市瓜生堂１丁目　１０番５２号
大阪 東大阪市 イトーヨーカドー　東大阪店 0729-61-1511 大阪府東大阪市吉田下島１ー１
大阪 東大阪市 ウエルシア　東大阪森河内東店 06-6618-3155 大阪府東大阪市森河内東　１丁目２２番１７号
大阪 東大阪市 ジャパン　東大阪吉田店 072-961-9300 大阪府東大阪市今米１ー１４ー１
大阪 東大阪市 スギドラッグ　高井田店 06-4308-8608 大阪府東大阪市高井田本通　３丁目６ー３１
大阪 東大阪市 スギドラッグ　東大阪長田店 06-6748-8561 大阪府東大阪市長田中　２丁目５番２３号　フレスポ長田サウスエリア１階
大阪 東大阪市 スギドラッグ八戸ノ里店 06-4309-5757 大阪府東大阪市下小阪五丁目　５番２１号
大阪 東大阪市 スギ薬局　若江南店 06-6730-6022 大阪府東大阪市若江南町　１ー４ー３
大阪 東大阪市 スギ薬局　渋川店 06-6730-6134 大阪府東大阪市渋川町　１ー４ー１２
大阪 東大阪市 スギ薬局　小阪駅前店 06-6789-1616 大阪府東大阪市小阪１丁目　７番２号小阪第２近鉄ビル１階
大阪 東大阪市 ディスカウントドラッグコスモス　稲葉店 072-960-3588 大阪府東大阪市稲葉　３丁目１ー１９
大阪 東大阪市 ディスカウントドラッグコスモス　鴻池徳庵店 06-6748-9977 大阪府東大阪市鴻池徳庵町　３ー１１
大阪 東大阪市 パウ　石切店 0729-80-8155 大阪府東大阪市西石切町　７ー３ー４６
大阪 東大阪市 ホームセンターコーナン　フレスポ東大阪稲田店 066-748-8930 大阪府東大阪市稲田新町　３丁目９番６４号
大阪 東大阪市 ホームセンターコーナン　菱江店 072-960-6057 大阪府東大阪市菱江３３９ー１
大阪 東大阪市 マザーピア　西岩田店 066-781-4311 大阪府東大阪市西岩田　４ー６ー２６
大阪 東大阪市 ヤマダ電機　テックランド東大阪店 072-983-7830 大阪府東大阪市元町１ー６ー５３
大阪 東大阪市 ライフォート　鷹殿店 0729-80-8288 大阪府東大阪市鷹殿町１４４ー１
大阪 東大阪市 ライフォート　東花園店 072-961-7880 大阪府東大阪市花園東町　２ー９ー１２
大阪 東大阪市 ライフォート　日下店 0729-81-7807 大阪府東大阪市日下町３丁目　６番２号
大阪 東大阪市 ライフォート　瓢箪山店 072-984-7805 大阪府東大阪市御幸町１番１号
大阪 東大阪市 ライフォート　友井店 06-6730-6126 大阪府東大阪市友井町　５ー１ー５４
大阪 東大阪市 ライフコーポレーション　玉串店 072-967-1251 大阪府東大阪市玉串町東　１ー６ー２０
大阪 東大阪市 化粧品の店美栄 072-962-0725 大阪府東大阪市岩田町　３－１０－５　フレッシュ新和
大阪 東大阪市 山陽マルナカ東大阪店 06-6618-0101 大阪府東大阪市西岩田３丁目　２番３号
大阪 東大阪市 薬ヒグチ岩田駅前店 072-968-1193 大阪府東大阪市岩田町４ー９１７
大阪 東大阪市 有）永井 072-960-1414 大阪府東大阪市若江東町４丁目　４－６
大阪 東淀川区 イズミヤ上新庄店 06-6327-7751 大阪府大阪市東淀川区上新庄　１丁目２番３６号
大阪 東淀川区 マザーピア　鳳店 072-262-5161 大阪府堺市西区鳳北町　９－５１０
大阪 藤井寺市 ココカラファイン　藤井寺店 072-939-2030 大阪府藤井寺市岡２ー１０ー８



大阪 藤井寺市 ココカラファイン　道明寺店 072-931-7686 大阪府藤井寺市大井４丁目　１１ー５８
大阪 藤井寺市 藤井寺ケンコー薬品店 072-938-6850 大阪府藤井寺市岡２－７－６３
大阪 南区 ウェーブ光明池薬店 072-296-7827 大阪府堺市南区鴨谷台２ー１ー３　光明池アクトビル１Ｆ
大阪 南区 シルク　泉ケ丘店 072-234-3608 大阪府堺市南区深阪南１４０
大阪 南区 ドン・キホーテ　クロスモール堺店 072-290-6311 大阪府堺市南区原山台　５ー９ー５
大阪 柏原市 ライフコーポレーション　国分店 072-977-8551 大阪府柏原市国分本町１ー１
大阪 八尾市 イズミヤ八尾店 072-948-3330 大阪府八尾市沼１丁目１番地
大阪 八尾市 イトーヨーカドー　八尾店 072-995-9111 大阪府八尾市光町二丁目３番
大阪 八尾市 キリン堂薬店　八尾高安店 0729-92-9130 大阪府八尾市山本高安町　１ー１ー５８
大阪 八尾市 ココカラファイン　萱振店 072-925-3625 大阪府八尾市萱振町７ー２０ー１
大阪 八尾市 ココカラファイン　八尾高美店 0729-25-3671 大阪府八尾市高美町１ー１ー６
大阪 八尾市 スーパードラッグシグマ山本店 072-993-1572 大阪府八尾市小阪合町　４ー２ー１３
大阪 八尾市 スギドラッグ　八尾福万寺店 072-920-4616 大阪府八尾市福万寺町　１丁目９４番地１
大阪 八尾市 セガミメディックスドラッグセガミ北久宝寺店 072-928-4861 大阪府八尾市北久宝寺１ー４ー９
大阪 八尾市 ドラッグセガミ　八尾北本町店 072-929-2210 大阪府八尾市北本町３ー８ー２７
大阪 八尾市 ドラッグセガミ志紀駅店 072-920-1900 大阪府八尾市天王寺屋７ー４４
大阪 八尾市 はやし　山本店 0729-97-6066 大阪府八尾市山本町南４丁目　１５番地
大阪 八尾市 ファミリコ薬店　八尾店 072-948-8993 大阪府八尾市沼４丁目１５３
大阪 八尾市 ライフォート　八尾水越店 0729-40-5780 大阪府八尾市水越１丁目　１２２番地
大阪 八尾市 ライフォート　八尾南店 0729-20-1093 大阪府八尾市沼４丁目１５１番地
大阪 八尾市 ライフコーポレーション　八尾竹渕店 06-6701-4481 大阪府八尾市竹渕西３ー１２３
大阪 美原区 スギ薬局　堺美原店 072-369-2101 大阪府堺市美原区北余部　４７０ー１
大阪 美原区 ディスカウントドラッグコスモス　美原平尾店 072-369-2010 大阪府堺市美原区平尾３８０
大阪 富田林市 イオン金剛東店 0721-28-1110 大阪府富田林市向陽台３ー１ー１
大阪 富田林市 ココカラファイン　向陽台店 0721-40-4061 大阪府富田林市向陽台１ー２
大阪 富田林市 ライフォート　富田林若松店 072-124-1616 大阪府富田林市若松町　５丁目１－１１
大阪 福島区 イオン野田阪神店 06-6457-6334 大阪府大阪市福島区海老江　１ー１ー２３
大阪 平野区 イオン喜連瓜破駅前店 066-760-1777 大阪府大阪市平野区瓜破　２ー１ー１３
大阪 平野区 イオン長吉店 06-6709-4741 大阪府大阪市平野区長吉長原西　１ー１ー１０
大阪 平野区 スギドラッグ　加美中店 06-6777-6135 大阪府大阪市平野区加美鞍作　１丁目１０番３７号
大阪 平野区 スギドラッグ　平野店 06-6795-1066 大阪府大阪市平野区平野東１丁目　７番２５号　サンエー平野店２Ｆ
大阪 平野区 スギ薬局　瓜破店 06-4302-3061 大阪府大阪市平野区瓜破　１ー６ー１１
大阪 平野区 スギ薬局　喜連西店 06-6760-6023 大阪府大阪市平野区喜連西　２丁目１１番３７号
大阪 平野区 スギ薬局　出戸店 06-6760-7101 大阪府大阪市平野区長吉長原西　１ー３ー２６
大阪 平野区 スギ薬局加美北店 06-4303-4651 大阪府大阪市平野区加美北　８丁目２２番５１号
大阪 平野区 ディスカウントドラッグコスモス　長吉六反店 06-4302-3080 大阪府大阪市平野区長吉六反　１丁目２ー６
大阪 平野区 マックスバリュー　平野駅前店 06-6796-6801 大阪府大阪市平野区平野北　１ー８ー２
大阪 平野区 ライフォート　平野流町店 06-6709-6955 大阪府大阪市平野区流町　４ー６ー１９
大阪 平野区 ライフコーポレーション　喜連瓜破店 06-6705-3701 大阪府大阪市平野区喜連西　６ー２ー３４



大阪 豊中市 ＤＣＭダイキ豊中店 066-333-3786 大阪府豊中市庄内幸町　５ー１４ー２３
大阪 豊中市 アルカドラッグ　阪急曽根店 06-6852-8611 大阪府豊中市曽根東町１丁目　８番５０号
大阪 豊中市 サ－バ　豊中島江店 06-4867-5800 大阪府豊中市島江町　１ー１ー２２
大阪 豊中市 サンドラッグ豊中上野店 06-4865-3031 大阪府豊中市上野東　１ー４ー１０
大阪 豊中市 サンドラッグ豊中東泉丘店 06-4865-3721 大阪府豊中市東泉丘２丁目４ー７
大阪 豊中市 サンパティオハヤシヤ 06-6336-0318 大阪府豊中市庄内西町　３－１－５　サンパティオ内
大阪 豊中市 スギドラッグ　西緑丘店 06-6152-7577 大阪府豊中市西緑丘二丁目　８番５号
大阪 豊中市 スギドラッグ　豊中小曽根店 06-6152-6201 大阪府豊中市浜二丁目　１７番５号
大阪 豊中市 スギ薬局　東豊中店 06-4865-5591 大阪府豊中市東豊中５ー３１ー１
大阪 豊中市 スギ薬局　服部西店 06-6867-1650 大阪府豊中市服部豊町２丁目　１５番１７号　阪急オアシス　服部西店内
大阪 豊中市 スギ薬局　豊中春日店 06-6840-7871 大阪府豊中市春日町４丁目　１番３５号
大阪 豊中市 スギ薬局　豊中庄内店 06-6335-0067 大阪府豊中市庄内幸町五丁目　９番１２号
大阪 豊中市 ダイエー　曽根店 06-7711-5662 大阪府豊中市曽根東町　３ー３ー１
大阪 豊中市 ドン・キホーテ豊中店 06-4865-6711 大阪府豊中市勝部１ー８ー１６
大阪 豊中市 ユニカムドラッグ　少路店 06-6843-8571 大阪府豊中市少路１丁目　１４ー１
大阪 豊中市 ライフコーポレーション　庄内店 06-6336-7751 大阪府豊中市庄内栄町　５ー５ー１０
大阪 豊中市 ロイヤルホームセンター　豊中店 06-6867-1177 大阪府豊中市服部寿町　５丁目９２ー１
大阪 北区 イオン堺北花田店 072-257-6100 大阪府堺市北区東浅香山町　４ー１ー１２
大阪 北区 イオン新金岡店 072-252-5121 大阪府堺市北区新金岡町　４ー１ー１１
大阪 北区 ウエルシア　堺長曽根店 072-254-6255 大阪府堺市北区長曾根町　１２０７ー４
大阪 北区 オアシスＭＳＣ　大阪労災病院売店２５８１ 072-259-9811 大阪府堺市北区長曽根町　１１７９ー３
大阪 北区 クスリキリン堂　北花田店 072-250-7451 大阪府堺市北区奥本町２ー１０
大阪 北区 サンドラッグ天神橋店 06-4801-9590 大阪府大阪市北区天神橋　４ー１０ー８
大阪 北区 スギ薬局　扇町店 06-4801-8658 大阪府大阪市北区天神橋　３ー８ー２３　コア扇町１Ｆ
大阪 北区 スギ薬局　中百舌鳥店 072-240-3282 大阪府堺市北区金岡町　１１８２ー９８
大阪 北区 スギ薬局　南森町店 06-6136-0100 大阪府大阪市北区天神橋２丁目　北２ー２６
大阪 北区 ドラッグスギ　堺長曽根店 072-240-0253 大阪府堺市北区長曾根町　３０４３番地４
大阪 北区 ドラッグセガミ　黒土店 072-246-2240 大阪府堺市北区黒土町　２３２３ー１　西友堺黒土店
大阪 北区 ホームセンターコーナン　中もず店 072-253-6644 大阪府堺市北区中百舌鳥町　３ー４２８ー２
大阪 北区 ヨドバシカメラ　マルチメディア梅田店 06-4802-1010 大阪府大阪市北区大深町　１ー１　１Ｆ
大阪 北区 ライフコーポレーション　百舌鳥店 072-252-7501 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町　２ー９１ー１
大阪 北区 ライフコーポレーション　本庄店 06-4802-0801 大阪府大阪市北区本庄東　２ー３ー３５
大阪 北区 万代　金岡店 072-258-3991 大阪府堺市北区蔵前町　１５２４ー１
大阪 枚方市 イオン枚方店 072-844-8551 大阪府枚方市岡本町　７ー１ー２０３
大阪 枚方市 イズミヤ楠葉店 072-856-0800 大阪府枚方市楠葉花園町１５ー１
大阪 枚方市 イズミヤ枚方店 072-898-7051 大阪府枚方市禁野本町１丁目　８７１番地
大阪 枚方市 ウエルシア　枚方御殿山店 072-805-3088 大阪府枚方市御殿山南町３番　中宮第３団地５３ー１０１
大阪 枚方市 クスリキリン堂　枚方招提店 072-864-0091 大阪府枚方市養父東町５２番５号
大阪 枚方市 ココカラファイン　東香里店 072-860-1400 大阪府枚方市東香里３丁目　２９３５ー１



大阪 枚方市 サンドラッグくずは店 072-864-0991 大阪府枚方市楠葉朝日　２丁目１ー８
大阪 枚方市 ドラッグスギ　枚方甲斐田店 072-805-5056 大阪府枚方市甲斐田新町８番１号　ミドリ枚方店１階
大阪 枚方市 ドラッグストアアカカベ　長尾元町店 072-866-3610 大阪府枚方市長尾元町　１丁目２１ー４５
大阪 枚方市 ドラッグストアアカカベ出口店 072-802-4193 大阪府枚方市出口１丁目２番３号
大阪 枚方市 ドラッグストアアカカベ北山店 072-809-4193 大阪府枚方市北山１ー２３ー１
大阪 枚方市 ドラッグユタカ　くずは店 072-866-7539 大阪府枚方市西船橋２丁目５ー１
大阪 枚方市 ドラッグユタカ　西招提店 072-864-0131 大阪府枚方市西招提町　１２５０番１
大阪 枚方市 プラグインドラッグ　くずはモール南館店 072-857-0593 大阪府枚方市楠葉花園町　１０ー８５　くずはモール南館１Ｆ　Ｓ１０３
大阪 枚方市 平和堂　アルプラザ枚方 072-896-1100 大阪府枚方市津田元町１ー４ー１
大阪 枚方市 薬マツモトキヨシ　ニトリモール枚方店 072-866-1085 大阪府枚方市北山１丁目２番１号　２０４区画
大阪 箕面市 ＭＥＧＡドン・キホーテ　箕面店 072-723-7576 大阪府箕面市牧落４ー１ー３０
大阪 箕面市 ウエルシア　箕面小野原東店 072-749-1885 大阪府箕面市小野原東６丁目　１ー３
大阪 箕面市 サーバ　箕面今宮店 072-749-3131 大阪府箕面市今宮４ー１０ー５４
大阪 箕面市 サンドラッグ箕面桜店 072-720-7291 大阪府箕面市桜１丁目７ー６
大阪 箕面市 サンドラッグ箕面店 072-720-7501 大阪府箕面市坊島１ー１ー２０
大阪 箕面市 ジャパン　箕面店 072-722-2711 大阪府箕面市牧落５ー４ー８
大阪 箕面市 スギドラッグ　箕面小野原店 072-734-7961 大阪府箕面市粟生新家　４丁目１番１４号
大阪 箕面市 ドラッグストアマルゼン　箕面東店 072-726-1373 大阪府箕面市粟生外院１丁目　２０ー３
大阪 箕面市 マージュ箕面店 072-730-2300 大阪府箕面市船場東２丁目２ー２　萬栄グループ箕面店　ジェット本館　マージュ
大阪 門真市 イオン古川橋駅前店 06-6906-7311 大阪府門真市末広町４１ー２
大阪 門真市 イズミヤ門真店 06-6908-8551 大阪府門真市新橋町　３番１ー１０１号
大阪 門真市 キリン堂薬店　門真東店 072-800-2802 大阪府門真市岸和田　３ー３１ー１５
大阪 門真市 スギドラッグ　西三荘店 06-6780-2320 大阪府門真市元町２８番２０号
大阪 門真市 スギドラッグ　門真舟田店 072-887-7066 大阪府門真市舟田町２４ー１
大阪 門真市 スギ薬局　古川橋店 06-4252-5075 大阪府門真市幸福町４ー２２　ヨシカネビル１階
大阪 門真市 スギ薬局　門真千石店 072-887-7585 大阪府門真市千石西町１ー２１
大阪 門真市 ディスカウントストア　ドラッグコスモス島頭店 072-842-5060 大阪府門真市島頭４丁目　２４ー１３
大阪 門真市 ドラッグスギ　大和田駅前店 072-887-5196 大阪府門真市常称寺町　１９番２０号
大阪 門真市 ドラッグストアアカカベ門真団地店 072-885-6651 大阪府門真市島頭４丁目　１０ー７
大阪 門真市 ライフコーポレーション　門真店 072-885-8221 大阪府門真市島頭３ー４ー１
大阪 淀川区 サンドラッグ東三国店 06-4807-7881 大阪府大阪市淀川区西三国　１ー７ー４１
大阪 淀川区 スギ薬局　新大阪宮原店 06-6398-5227 大阪府大阪市淀川区宮原　四丁目４番４８号
大阪 淀川区 ダイエー神崎川店 06-6391-6281 大阪府大阪市淀川区新高６丁目　１５ー５
大阪 淀川区 マックスバリュー　淀川三国店 06-6394-8110 大阪府大阪市淀川区三国本町　２丁目１３ー２
大阪 淀川区 ライフコーポレーション　セントラルスクエア西宮原店 06-6350-1161 大阪府大阪市淀川区西宮原　二丁目２番２２号
大阪 淀川区 ライフコーポレーション　新大阪店 06-6393-6831 大阪府大阪市淀川区西三国　１ー７ー４４
大阪 浪速区 ＤＣＭダイキなんば店 064-300-3080 大阪府大阪市浪速区湊町　１丁目２番３号マルイト難波ビル
大阪 浪速区 ＭＥＧＡドン・キホーテ新世界店 06-6630-9511 大阪府大阪市浪速区恵美須東　３ー４ー３６
大阪 浪速区 スギ薬局　通天閣店 06-6630-1511 大阪府大阪市浪速区恵比須東　２ー２ー１０　スカイコート恵比須１Ｆ



大阪 浪速区 ホームセンターコーナン　ＪＲ今宮駅前店 06-4392-8033 大阪府大阪市浪速区浪速東　３丁目１番２０号
大阪 浪速区 ヤマダ電機　ＬＡＢＩ１　なんば店 066-649-8171 大阪府大阪市浪速区難波中　二丁目１１番３５号
大阪 浪速区 ライフコーポレーション　なんば店 066-634-0300 大阪府大阪市浪速区湊町　１ー２ー３
大阪 和泉市 ＤＣＭダイキ和泉中央店 072-556-6411 大阪府和泉市いぶき野　５丁目６ー１７
大阪 和泉市 イオン和泉府中店 0725-41-1430 大阪府和泉市肥子町２ー２ー１
大阪 和泉市 イズミヤ和泉中央店 072-557-3255 大阪府和泉市いぶき野　５丁目１ー１１
大阪 和泉市 オークワ　和泉小田店 0725-46-7171 大阪府和泉市小田町３ー１０ー１
大阪 和泉市 オークワスーパーセンター　和泉納花店 072-555-4018 大阪府和泉市納花町３１３
大阪 和泉市 ココカラファイン　和泉府中店 0725-40-1688 大阪府和泉市府中町１丁目　１８番２２号
大阪 和泉市 コスメティックス　コシモ 0725-41-7530 大阪府和泉市肥子町２－２－１　イオン和泉府中１Ｆ
大阪 和泉市 サンドラッグ和泉観音寺店 0725-40-3045 大阪府和泉市観音寺町２２０ー１
大阪 和泉市 スーパーセンタートライアル和泉店 0725-40-6657 大阪府和泉市芦部町８６番１
大阪 和泉市 スーパードラッグ　シルク　光明池店 0725-55-3997 大阪府和泉市伏屋町１５８
大阪 和泉市 スギドラッグ　和泉和田店 0725-50-5026 大阪府和泉市和田町２７６ー１
大阪 和泉市 スギ薬局　和泉府中店 0725-40-3177 大阪府和泉市肥子町　２ー２ー６８
大阪 和泉市 ダイエー　光明池店 072-556-0821 大阪府和泉市室堂町８４１ー１
大阪 和泉市 ヤマダ電機　テックランド和泉中央本店 072-599-8015 大阪府和泉市いぶき野　５丁目１ー３
京都 綾部市 ゴダイドラッグ　綾部店 0773-40-2345 京都府綾部市大島町畠田１０ー４
京都 綾部市 さとう　ＳＴＯＣＫ綾部店 0773-42-0001 京都府綾部市西町３丁目
京都 綾部市 ドラッグユタカ　綾部店 0773-43-3700 京都府綾部市大島町南和田　１１番地
京都 右京区 イオン京都五条店 075-323-0670 京都府京都市右京区西院追分町　２５ー１
京都 右京区 イオン京都西店 075-311-3881 京都府京都市右京区山ノ内池尻町　１ー１
京都 右京区 ココカラファイン　京都五条店 075-326-2523 京都府京都市右京区西院追分町　２５－１　イオンモール京都ハナＳＣ店
京都 右京区 ココカラファイン　五条西小路店 075-275-9571 京都府京都市右京区　西院六反田３３　ミリオンタウン１Ｆ
京都 右京区 スギ薬局　山之内店 075-325-3970 京都府京都市右京区山ノ内赤山町　１５番地
京都 右京区 スギ薬局　梅津店 075-873-2132 京都府京都市右京区梅津徳丸町　２番地
京都 右京区 スギ薬局　梅津南広町店 075-863-4155 京都府京都市右京区梅津南広町　９９ー１
京都 右京区 ダックス右京葛野八条店 075-326-1616 京都府京都市右京区　西京極芝ノ下町７
京都 右京区 ドラッグユタカ　西院安塚店 075-314-2115 京都府京都市右京区　西院安塚町８２
京都 宇治市 ＤＣＭダイキ宇治東店 0774-38-0701 京都府宇治市菟道平町４２－２
京都 宇治市 ＭＥＧＡドン・キホーテ　宇治店 0774-41-4411 京都府宇治市伊勢田町浮面６０
京都 宇治市 スギドラッグ　宇治店 0774-28-4181 京都府宇治市宇治弐番　７８番地１
京都 宇治市 スギ薬局　ベルファ宇治店 0774-28-3511 京都府宇治市槙島町清水４８
京都 宇治市 ダックス宇治小倉西店 0774-28-3166 京都府宇治市伊勢田町砂田１０５
京都 宇治市 ドラッグユタカ　宇治伊勢田店 0774-43-6608 京都府宇治市伊勢田町中ノ田５０
京都 宇治市 ドラッグユタカ　宇治御蔵山店 0774-32-3708 京都府宇治市木幡平尾４
京都 宇治市 ドラッグユタカ　宇治市役所前店 0774-20-4922 京都府宇治市宇治下居３９－２
京都 宇治市 ドラッグユタカ　宇治木幡南店 0774-33-1032 京都府宇治市木幡南端９番
京都 宇治市 ドラッグユタカ宇治店 0774-20-2979 京都府宇治市宇治桶ノ尻７９－１



京都 宇治市 ホームセンターコーナン　ＪＲ宇治駅北店 0774-28-3360 京都府宇治市宇治樋ノ尻７９－１
京都 宇治市 平和堂　アルプラザ宇治東店 0774-31-2559 京都府宇治市菟道平町２８－１
京都 宇治田原町 ドラッグユタカ　宇治田原店 0774-88-5648 京都府綴喜郡宇治田原町南小字　亥子１６
京都 下京区 スギ薬局　西大路店 075-325-1251 京都府京都市下京区七条御所ノ内　本町９３番地
京都 下京区 ダックス下京五条高倉店 075-353-5057 京都府京都市下京区五条通　高倉西入ル万寿寺町１５４
京都 下京区 ヨドバシカメラ　マルチメディア京都店 075-351-1010 京都府京都市下京区東塩小路町　５９０番２
京都 下京区 ラオックス　京都丸井店 075-256-8116 京都府京都市下京区四条通河原町　東入真町６８番地　京都マルイ１・５階
京都 下京区 薬マツモトキヨシ　京都四条通り店 075-211-9566 京都府京都市下京区麩屋町通　四条下ル奈良物町３５９番地
京都 亀岡市 スギ薬局　馬堀店 0771-29-5534 京都府亀岡市篠町馬堀伊賀の辻　８ー５
京都 亀岡市 ドラッグセガミ　亀岡西友店 0771-23-9655 京都府亀岡市追分町馬場通り　１５－１西友ストアーＢ１
京都 亀岡市 ドラッグユタカ　亀岡中央店 0771-22-5009 京都府亀岡市古世町２－１３５
京都 久御山町 イオン久御山店 075-633-0815 京都府久世郡久御山町森南大内　１５６ー１
京都 久御山町 ホームセンターコーナン久御山南店 0774-41-3070 京都府久世郡久御山町佐山籾池　２３番地
京都 宮津市 さとう　宮津ミップル店 0772-25-3100 京都府宮津市浜町３０１２　宮津シーサイドマートミップル内
京都 宮津市 ドラッグストアー太陽堂宮津店 0772-20-2555 京都府宮津市字宮村小字辻町　１１４７
京都 京丹後市 ゴダイドラッグ　大宮店 0772-68-3351 京都府京丹後市大宮町周枳　２０６２ー１
京都 京丹後市 ゴダイドラッグ　峰山新町店 0772-62-3303 京都府京丹後市峰山町新町　２４６２ー２
京都 京丹後市 ゴダイドラッグ　網野店 0772-79-2650 京都府京丹後市網野町網野　６１ー４
京都 京丹後市 ゴダイ薬局　久美浜店 0772-82-4011 京都府京丹後市久美浜町２６２
京都 京田辺市 げんき館薬品店 0774-64-2773 京都府京田辺市田辺津田１０
京都 京田辺市 平和堂　アルプラザ京田辺 0774-64-1217 京都府京田辺市田辺明田６０
京都 京田辺市 薬マツモトキヨシ　京田辺店 0774-63-6101 京都府京田辺市田辺中央　１ー６ー２
京都 向日市 ドラッグユタカ向日森本店 075-933-3266 京都府向日市森本町高田１１番地
京都 左京区 イズミヤカナート洛北店　　ＨＢＣ　ＳＴＯＲＥ 075-707-0700 京都府京都市左京区高野西開町　３６　イズミヤカナート洛北Ｂ１Ｆ
京都 左京区 イズミヤ高野店 075-721-2101 京都府京都市左京区　高野東開町１６
京都 左京区 ココカラファイン　一乗寺店 075-791-2447 京都府京都市左京区　一乗寺宮ノ東町４０
京都 左京区 ダックス左京一乗寺店 075-705-2335 京都府京都市左京区一乗寺染殿町　３９
京都 左京区 ダックス左京修学院店 075-706-5848 京都府京都市左京区　修学院鹿ノ下町７－１
京都 左京区 ドラッグユタカ　宝ヶ池店 075-721-6722 京都府京都市左京区岩倉下在地町　３４０－１
京都 山科区 サンドラッグ山科栗栖野店 075-582-8551 京都府京都市山科区栗栖野打越町　３３
京都 山科区 スギ薬局　山科店 075-583-3500 京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町　４０番１　第一ビル
京都 山科区 スギ薬局　山科椥辻店 075-582-9551 京都府京都市山科区椥辻西潰　２０番地１　阪急オアシス山科店内
京都 山科区 ダイエー山科店 075-593-6701 京都府京都市山科区椥辻草海道町　１５－１
京都 山科区 ダックス山科小山店 075-583-5300 京都府京都市山科区小山中ノ川町　１２－１
京都 山科区 ドラッグユタカ　山科音羽店 075-593-7730 京都府京都市山科区音羽野田町　２０
京都 山科区 ドラッグユタカ　山科西野店 075-501-4688 京都府京都市山科区西野櫃川町　４０－３　（店番１０１０９７）
京都 山科区 ドラッグユタカ　山科店 075-595-3080 京都府京都市山科区　竹鼻竹ノ街道町７３
京都 山科区 西友　山科店 075-592-9770 京都府京都市山科区音羽野田町１
京都 上京区 ココカラファイン　千本中立売店 075-467-9558 京都府京都市上京区七本松通　一条下ル三軒町６５番地の１



京都 上京区 スギ薬局　千本店 075-417-0170 京都府京都市上京区千本通　下長者町上ル革堂前之町１１６
京都 城陽市 イズミヤ大久保店 07745-2-5500 京都府城陽市平川室木８５
京都 城陽市 ドラッグユタカ　城陽店 0774-52-0334 京都府城陽市富野荒見田５０番地
京都 精華町 アピタ　精華台店 0774-98-4101 京都府相楽郡精華町精華台９丁目　２番地４
京都 精華町 クスリキリン堂　祝園店 0774-98-3371 京都府相楽郡精華町祝園西　１ー９ー４６
京都 精華町 サンドラッグ精華町店 0774-95-9033 京都府相楽郡精華町光台　１ー４ー１
京都 精華町 ドラッグユタカ　祝園店 0774-93-3446 京都府相楽郡精華町祝園西　１ー１ー３
京都 精華町 ホームセンターコーナン　精華台店 0774-98-3520 京都府相楽郡精華町精華台６ー２
京都 西京区 ダックス西京下津林店 075-382-2367 京都府京都市西京区　下津林南大般若町８９
京都 西京区 ドラッグユタカ桂坂店 075-335-0515 京都府京都市西京区御陵大枝山町　四丁目３５番１
京都 西京区 ドラッグユタカ桂店 075-393-9700 京都府京都市西京区御陵溝浦町　１９番１
京都 西京区 ドラッグユタカ桂東店 075-383-8883 京都府京都市西京区川島東代町　７８ー１
京都 西京区 雑貨と薬と。 075-391-1944 京都府京都市西京区桂木ノ下町　１４－２５
京都 中京区 サンドラッグ京都錦店 075-253-1781 京都府京都市中京区東側町　５３１ー２　ダイアモンドビル　１Ｆ
京都 中京区 スギ薬局　円町店 075-813-7689 京都府京都市中京区西ノ京円町　２９ー３
京都 中京区 スギ薬局　京都市役所前店 075-256-8722 京都府京都市中京区河原町通二条下る２丁目下丸屋町３９７番地　ＹＫＪビル１階
京都 中京区 スギ薬局　四条大宮店 075-813-8320 京都府京都市中京区　壬生賀陽御所町３番地３　ドルミ四条大宮１Ｆ
京都 中京区 スギ薬局　新京極店 075-254-1414 京都府京都市中京区　新京極六角下ル中筋町４９０番地　京極７２ビル
京都 中京区 スギ薬局　二条店 075-813-1371 京都府京都市中京区西ノ京小堀町　１番地４
京都 中京区 ダックス京都西大路御池店 075-813-5255 京都府京都市中京区西ノ京下会町　３５
京都 中京区 ダックス京都二条店 075-803-1538 京都府京都市中京区西ノ京星池町　２２１
京都 中京区 ドラッグユタカ三条高倉店 075-229-6713 京都府京都市中京区三条通　高倉西入る菱屋町４３番地１
京都 長岡京市 イズミヤ長岡店 075-953-5801 京都府長岡京市開田４丁目　７番１号
京都 長岡京市 ケアーズドラッグ長岡今里店 075-958-4608 京都府長岡京市今里西ノ口　１０－４
京都 長岡京市 ドラッグユタカ長岡馬場店 075-956-5333 京都府長岡京市馬場図所２２ー１
京都 東山区 オーツカ化粧品店 075-561-7952 京都府京都市東山区五条橋東　２－１３
京都 南区 イオン京都桂川店 075-925-3100 京都府京都市南区久世高田町　３７６番１
京都 南区 イオン洛南店 075-692-4560 京都府京都市南区吉祥院御池町　３１
京都 南区 ジャパン　京都十条店 075-662-7272 京都府京都市南区西九条　西柳ノ内町６
京都 南区 ジャパン　京都南店 075-922-6699 京都府京都市南区久世中久世町　６７５
京都 南区 ダイエー　桂南店 075-280-6825 京都府京都市南区久世上久世町　４８５
京都 南区 ドラッグユタカ　久世店 075-922-7039 京都府京都市南区久世上久世町　４４５－３
京都 南区 ドン・キホーテ　京都アバンティ店 075-693-4511 京都府京都市南区東九条西山王町　３１
京都 南区 ドン・キホーテ　京都南インター店 075-692-2711 京都府京都市南区上鳥羽北花名町　１－２
京都 南区 ヤマダ電機　テックランド京都吉祥院店 075-326-4100 京都府京都市南区吉祥院大河原町　２７
京都 南丹市 ダックス南丹園部店 0771-68-3000 京都府南丹市園部町内林町下荒代　３１街区１－１３
京都 南丹市 ドラッグユタカ　園部店 0771-68-1123 京都府南丹市園部町上木崎町四辻　１５番１
京都 八幡市 イズミヤ八幡店 075-971-1285 京都府八幡市八幡一ノ坪２３－１
京都 八幡市 ケアーズドラッグ八幡店 075-971-5641 京都府八幡市八幡沓田５－２



京都 八幡市 ジャパン　八幡店 075-981-0011 京都府八幡市下奈良蜻蛉尻９－１
京都 八幡市 スギ薬局　八幡男山店 075-971-3417 京都府八幡市八幡中ノ山　１９４ー１
京都 八幡市 ディスカウントドラッグコスモス　松花堂店 075-972-0122 京都府八幡市八幡盛戸９０
京都 八幡市 ドラッグユタカ　男山店 075-983-0032 京都府八幡市男山松里１５－５
京都 八幡市 ホームセンターコーナン　八幡一ノ坪店 075-972-5257 京都府八幡市八幡一ノ坪１３３
京都 八幡市 ヤマダ電機　テックランド京都八幡店 075-972-1515 京都府八幡市下奈良宮ノ道　１５－１
京都 舞鶴市 ゴダイドラッグ　西舞鶴店 0773-78-1055 京都府舞鶴市境谷４８
京都 舞鶴市 さとう　バザールタウン舞鶴 0773-78-3300 京都府舞鶴市伊佐津２００－５
京都 舞鶴市 ジャパン　ニューファミリー舞鶴店 0773-63-0018 京都府舞鶴市森４６８
京都 舞鶴市 ドラッグユタカ　東舞鶴店 0773-64-7110 京都府舞鶴市南浜町９街区７
京都 伏見区 イオン伏見店 075-611-7181 京都府京都市伏見区御堂前町　６１６
京都 伏見区 イズミヤ六地蔵店 075-623-0666 京都府京都市伏見区桃山町西尾　１２－１
京都 伏見区 クスリキリン堂　醍醐店 075-575-3003 京都府京都市伏見区醍醐和泉町　４６－１
京都 伏見区 スギ薬局　アルプラザ醍醐店 075-575-2861 京都府京都市伏見区醍醐高畑町　１ー３７
京都 伏見区 スギ薬局　醍醐店 075-575-2467 京都府京都市伏見区醍醐川久保町　４８
京都 伏見区 スギ薬局店　小栗栖店 075-575-2778 京都府京都市伏見区小栗栖森本町　５番地３
京都 伏見区 ダックス伏見新堀川店 075-604-0728 京都府京都市伏見区竹田藁屋町　３０
京都 伏見区 ドラッグユタカ　桃山南店 075-602-1181 京都府京都市伏見区桃山町養斉　１６－３５
京都 伏見区 ドラッグユタカ　伏見深草店 075-645-7272 京都府京都市伏見区深草新門丈町　２５５
京都 伏見区 ドラッグユタカ　伏見西浦店 075-641-0008 京都府京都市伏見区深草西浦町　５丁目４５番地３
京都 福知山市 ＭＥＧＡドン・キホーテ　福知山店 0773-25-0311 京都府福知山市字荒河９ー１９
京都 福知山市 ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ－３　福知山 0773-45-6800 京都府福知山市字多保市小字手次　１１４－１３　日用品売場
京都 福知山市 イオン福知山店 0773-25-3405 京都府福知山市岩井小字横倉　７９ー８
京都 福知山市 コスモス薬品　福知山駅前店 0773-25-5557 京都府福知山市字天田　２７３ー１１
京都 福知山市 ゴダイドラッグ　福知山荒河店 0773-25-2885 京都府福知山市荒河東町１２７
京都 福知山市 さとう　バザールタウン福知山 0773-24-0310 京都府福知山市堀上高田　２１５５－１
京都 福知山市 サンドラッグ福知山店 0773-20-3301 京都府福知山市字土　１ー２
京都 福知山市 ジャパン　福知山東店 0773-27-5858 京都府福知山市土１番地
京都 福知山市 ドラッグユタカ　フレスポ福知山店 0773-23-3214 京都府福知山市字篠尾　１１５番地７
京都 福知山市 ドラッグユタカ　福知山前田店 0773-20-5115 京都府福知山市前田小字佳屋野　１８７８番地１７２
京都 福知山市 ヤマダ電機　テックランド福知山店 0773-25-2400 京都府福知山市天田１７０－６
京都 北区 イズミヤ白梅町店 075-465-8700 京都府京都市北区北野下白梅町　６－１
京都 北区 ドラッグユタカ　紫竹店 075-492-0015 京都府京都市北区紫竹西野山東町　１６番地１
京都 北区 北大路ビブレ 075-491-8869 京都府京都市北区小山北上総町　４９ー１
京都 木津川市 イオン高の原店 0774-75-1700 京都府木津川市相楽台１ー１ー１
京都 木津川市 スギドラッグ　梅美台店 0774-39-8527 京都府木津川市梅美台　８丁目１番５
京都 木津川市 平和堂　アルプラザ木津 0774-71-5800 京都府木津川市相楽城西１５番地
京都 与謝野町 ココカラファイン　与謝野町店 0772-43-1844 京都府与謝郡与謝野町三河内　７３２
京都 与謝野町 ゴダイドラッグ　加悦店 0772-44-1020 京都府与謝郡与謝野町明石　８１３ー１



京都 与謝野町 ゴダイドラッグ　岩滝店 0772-46-1505 京都府与謝郡与謝野町男山　１４２ー１
京都 与謝野町 ゴダイドラッグ　野田川店 0772-44-2105 京都府与謝郡与謝野町上山田　６８４
滋賀 愛荘町 コメリ　愛知川店 0749-42-8150 滋賀県愛知郡愛荘町豊満字砂川原　１２６５
滋賀 愛荘町 サンドラッグ愛知川店 0749-49-6380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川５８
滋賀 愛荘町 ツルハドラッグ　愛知川店 0749-42-6355 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川　３３３ー３
滋賀 近江八幡市 イオン近江八幡店 0748-38-0330 滋賀県近江八幡市鷹飼町南　３ー７
滋賀 近江八幡市 スギ薬局　アクア２１店 0748-38-8410 滋賀県近江八幡市鷹飼町１７９　ＡＱＵＡ２１内　１Ｆ
滋賀 近江八幡市 スギ薬局　近江八幡駅前店 0748-31-3685 滋賀県近江八幡市鷹飼町５７３
滋賀 近江八幡市 スギ薬局　近江八幡店 0748-31-1151 滋賀県近江八幡市中村町　４９番地１３
滋賀 近江八幡市 ドラッグユタカ　近江八幡十王店 0748-31-3400 滋賀県近江八幡市十王町　８６番４
滋賀 近江八幡市 マザーピア近江八幡店 0748-37-8911 滋賀県近江八幡市上田町　１２７８ー３　近江八幡サウスモール２Ｆ
滋賀 栗東市 ツルハドラッグ　栗東安養寺店 077-5516-268 滋賀県栗東市安養寺　８丁目２番２２号
滋賀 栗東市 ドラッグユタカ　栗東小柿店 077-551-2805 滋賀県栗東市小柿　六丁目４番２８号
滋賀 湖南市 クスリのアオキ　石部東店 0748-69-7071 滋賀県湖南市石部東　六丁目４番１０号
滋賀 湖南市 ザ・ビッグエクストラ湖南店 0748-72-5510 滋賀県湖南市岩根４５８０
滋賀 湖南市 ディスカウントドラッグコスモス　夏見店 0748-71-2468 滋賀県湖南市夏見２１３１
滋賀 湖南市 ドラッグユタカ　甲西店 0748-72-2666 滋賀県湖南市岩根中央３ー７０
滋賀 湖南市 ドラッグユタカ　石部店 0748-77-8011 滋賀県湖南市石部中央　６ー１ー３１
滋賀 湖南市 ドラッグユタカ甲西中央店 0748-72-8271 滋賀県湖南市平松字八公田　８５ー１
滋賀 甲賀市 スギ薬局　水口西店 0748-65-4991 滋賀県甲賀市水口町北泉２ー１０
滋賀 甲賀市 ドラッグユタカ　信楽店 0748-82-1553 滋賀県甲賀市信楽町長野字中林　２８０ー３
滋賀 甲賀市 ドラッグユタカ　水口店 0748-63-4810 滋賀県甲賀市水口町綾野２番２号
滋賀 甲賀市 西友　水口店 0748-63-8144 滋賀県甲賀市水口町水口　６０８４ー１
滋賀 甲賀市 平和堂　アルプラザ水口店 0748-62-9744 滋賀県甲賀市水口町綾野５６６
滋賀 高島市 クスリキリン堂　安曇川店 0740-32-6222 滋賀県高島市安曇川町西万木　２２１番地
滋賀 高島市 クスリキリン堂　近江今津店 0740-24-7144 滋賀県高島市今津町今津　１６７７ー１９
滋賀 高島市 ドラッグユタカ　今津店 0740-22-1622 滋賀県高島市今津町今津１７００
滋賀 守山市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　守山吉身店 077-584-5805 滋賀県守山市吉身三丁目　１６番３１号
滋賀 守山市 キリン堂薬店　守山梅田店 077-581-3972 滋賀県守山市梅田町１１－１９
滋賀 守山市 クスリキリン堂　守山水保店 077-584-2577 滋賀県守山市水保町１２６７番
滋賀 守山市 スギ薬局　守山店 077-514-1911 滋賀県守山市吉身３ー１４ー３０
滋賀 守山市 ドラッグユタカ　守山店 077-581-1631 滋賀県守山市古高町字福田３８４
滋賀 守山市 平和堂　アルプラザ守山 077-581-3148 滋賀県守山市播磨田町１８５－１
滋賀 守山市 薬マツモトキヨシ　ピエリ守山店 077-584-3205 滋賀県守山市今浜町　２６２０ー５
滋賀 草津市 イオン草津店 077-599-6000 滋賀県草津市新浜町３００
滋賀 草津市 クスリキリン堂　草津大路店 077-569-4433 滋賀県草津市大路３ー５ー８
滋賀 草津市 クスリキリン堂　草津追分店 077-569-4925 滋賀県草津市追分町６街区１
滋賀 草津市 ジップドラッグ　駒井沢店 077-568-5052 滋賀県草津市駒井沢町７８番地
滋賀 草津市 スギドラッグ　草津店 077-566-6915 滋賀県草津市草津町　１５２０番地１



滋賀 草津市 スギドラッグ　南草津 077-574-8220 滋賀県草津市矢倉　２丁目７番３１号
滋賀 草津市 ドラッグユタカ　志津東草津店 077-566-2288 滋賀県草津市追分町１丁目　３番３０号
滋賀 草津市 ドラッグユタカ　南草津２店 077-564-7199 滋賀県草津市野路町字片原　６５９ー１
滋賀 草津市 ドラッグユタカ　南草津店 077-564-1771 滋賀県草津市野路町字池之尻　６９９－１
滋賀 草津市 ドラッグユタカ新西草津店 077-566-0045 滋賀県草津市上笠２ー３３ー１２
滋賀 草津市 ホームセンターコーナン　草津店 077-569-5236 滋賀県草津市木川町３８９
滋賀 草津市 平和堂　アルプラザ草津 0775-61-6353 滋賀県草津市西渋川　１－２３－３０
滋賀 大津市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　大江店 077-536-5113 滋賀県大津市大江一丁目　２番３号
滋賀 大津市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　大将軍店 077-548-7811 滋賀県大津市大将軍１丁目　２番１５号
滋賀 大津市 イオンスタイル大津京店 077-528-5700 滋賀県大津市皇子が丘　３丁目１１ー１
滋賀 大津市 イズミヤ堅田店 077-571-1295 滋賀県大津市今堅田　３ー１１ー１
滋賀 大津市 クスリキリン堂　堅田店 077-571-6510 滋賀県大津市本堅田　５ー１１ー１１
滋賀 大津市 クスリキリン堂　皇子山店 077-511-3690 滋賀県大津市大門通１６－４７
滋賀 大津市 サンドラッグ大津中央店 077-531-2238 滋賀県大津市にのお浜４ー７ー６
滋賀 大津市 サンドラッグ雄琴店 077-5775-101 滋賀県大津市雄琴４ー５ー６
滋賀 大津市 ジャパン　真野店 077-574-3588 滋賀県大津市真野５ー３６ー１７
滋賀 大津市 スーパーセンタートライアル　滋賀大津店 077-548-3661 滋賀県大津市玉野浦１０番１号
滋賀 大津市 スギドラッグ　石山店 077-526-5998 滋賀県大津市栄町　６番２５号
滋賀 大津市 スギ薬局　衣川店 077-571-0468 滋賀県大津市衣川１ー３７ー２
滋賀 大津市 スギ薬局　堅田店 077-571-1099 滋賀県大津市今堅田　２ー１２ー２
滋賀 大津市 スギ薬局　堅田東店 077-571-1080 滋賀県大津市今堅田　２ー２３ー５
滋賀 大津市 スギ薬局　神領店 077-547-3830 滋賀県大津市神領２ー６１８
滋賀 大津市 スギ薬局　瀬田店 077-548-3901 滋賀県大津市大萱１ー７ー１７
滋賀 大津市 スギ薬局　大津京駅前店 077-510-7377 滋賀県大津市皇子が丘２丁目　８番５号
滋賀 大津市 スギ薬局　大津富士見台店 077-531-0180 滋賀県大津市富士見台　３ー１
滋賀 大津市 ドラッグユタカ　ひえい辻店 077-577-1608 滋賀県大津市下阪本　六丁目１６番１６号
滋賀 大津市 ドラッグユタカ　瀬田店 077-543-8528 滋賀県大津市大江３４ー１４
滋賀 大津市 ドラッグユタカ　西大津店 077-524-1141 滋賀県大津市松山町９ー１５
滋賀 大津市 ドラッグユタカ　膳所店 077-510-2050 滋賀県大津市相模町４番３号
滋賀 大津市 ドラッグユタカ　和邇店 077-594-4321 滋賀県大津市和邇今宿　８３４ー３
滋賀 大津市 ヤマダ電機　テックランド大津堅田店 077-571-1770 滋賀県大津市今堅田３ー８ー１
滋賀 大津市 平和堂　石山寺辺店 077-533-6900 滋賀県大津市石山寺４丁目　１４－１
滋賀 長浜市 ＭＥＧＡドン・キホーテ　長浜店 0749-64-4611 滋賀県長浜市小堀町４０７ー１
滋賀 長浜市 イオン長浜店 0749-68-5631 滋賀県長浜市山階町２７１ー１
滋賀 長浜市 クスリキリン堂　湖北店 0749-78-8155 滋賀県長浜市湖北町八日市　１０１１
滋賀 長浜市 スギドラッグ　長浜店 0749-53-3910 滋賀県長浜市分木町４番２９号
滋賀 長浜市 スギ薬局　高田店 0749-68-0008 滋賀県長浜市高田町１１ー３３
滋賀 長浜市 スギ薬局　滋賀高月店 0749-85-8133 滋賀県長浜市高月町東物部　１２４ー１
滋賀 長浜市 スギ薬局　長浜インター店 0749-68-1045 滋賀県長浜市口分田町４６６



滋賀 長浜市 スギ薬局　長浜大辰巳店 0749-64-4765 滋賀県長浜市大辰巳町３７　サンミュージック長浜店内
滋賀 長浜市 スギ薬局　木之本店 0749-82-8015 滋賀県長浜市木之本町木之本　１５７０ー４　平和堂内
滋賀 長浜市 ツルハドラッグ　長浜八幡店 0749-64-4165 滋賀県長浜市八幡東町４５０
滋賀 長浜市 ドラッグユタカ　浅井店 0749-74-4125 滋賀県長浜市三田町１７４４ー１
滋賀 長浜市 ドラッグユタカ　長浜店 0749-65-2009 滋賀県長浜市平方町　３７５番地４
滋賀 長浜市 ドラッグユタカ　木之本店 0749-82-3223 滋賀県長浜市木之本町黒田　１０７５ー１
滋賀 東近江市 クスリのアオキ東沖野店 0748-36-1781 滋賀県東近江市東沖野　５丁目１７番１号
滋賀 東近江市 スギドラッグ　八日市店 0748-43-2244 滋賀県東近江市八日市東本町　６番４８号
滋賀 東近江市 ドラッグユタカ　能登川店 0748-42-9991 滋賀県東近江市林町２３６
滋賀 東近江市 ドラッグユタカ　八日市御園店 0748-24-2312 滋賀県東近江市岡田町１１８
滋賀 東近江市 ドラッグユタカ　八日市店 0748-22-2501 滋賀県東近江市東中野町　３１３ー１
滋賀 東近江市 平和堂　フレンドマート能登川店 0748-42-3331 滋賀県東近江市垣見町　１５１５
滋賀 日野町 クスリキリン堂　日野店 0748-52-9094 滋賀県蒲生郡日野町松尾５丁目５
滋賀 彦根市 クスリのアオキ　西今店 0749-47-5535 滋賀県彦根市西今町３１４番地１
滋賀 彦根市 スギドラッグ　彦根東店 0749-21-2438 滋賀県彦根市西沼波町２６４ー１
滋賀 彦根市 スギ薬局　河瀬店 0749-28-7511 滋賀県彦根市河瀬馬場町　１０７１ー４
滋賀 彦根市 スギ薬局　南彦根店 0749-30-1670 滋賀県彦根市小泉町１０６ー１０
滋賀 彦根市 スギ薬局　彦根西今店 0749-21-3520 滋賀県彦根市西今町９５２ー３
滋賀 彦根市 ツルハドラッグ　彦根店 0749-21-1470 滋賀県彦根市長曽根南町　４８２ー２
滋賀 彦根市 ドラッグユタカ　彦根高宮店 0749-26-6966 滋賀県彦根市高宮町長田１６７９
滋賀 彦根市 ドラッグユタカ　彦根中央店 0749-24-4031 滋賀県彦根市小泉町８６９ー４
滋賀 彦根市 ドラッグユタカ　彦根店 0749-26-8819 滋賀県彦根市馬場１７２
滋賀 彦根市 ドラッグユタカ日夏店 0749-28-2814 滋賀県彦根市日夏町３６９６番
滋賀 彦根市 ドラッグユタカ彦根地蔵店 0749-27-1511 滋賀県彦根市地蔵町１８０ー３
滋賀 彦根市 ドラッグユタカ彦根南店 0749-27-5150 滋賀県彦根市野瀬町字新海　１５４ー１
滋賀 彦根市 ビバシティ　平和堂 0749-27-5573 滋賀県彦根市竹ケ鼻町　４３ー１
滋賀 彦根市 ベイシア　彦根店 0749-30-3333 滋賀県彦根市馬場２－１－１
滋賀 米原市 クスリキリン堂　米原店 0749-52-8811 滋賀県米原市下多良３ー２２
滋賀 米原市 スギドラッグ　近江店 0749-53-2288 滋賀県米原市箕浦３６１番地３
滋賀 米原市 ドラッグユタカ　３６５店 0749-55-1200 滋賀県米原市間田５０６ー２
滋賀 豊郷町 スギドラッグ　豊郷店 0749-35-0071 滋賀県犬上郡豊郷町沢２５０ー１　アストパワーセンター内
滋賀 野洲市 ザ・ビッグエクストラ野洲店 077-589-1200 滋賀県野洲市乙窪字長繰　４８０番１
滋賀 野洲市 スギ薬局　野洲店 077-518-1051 滋賀県野洲市小篠原　１９８０番地５
滋賀 野洲市 ドラッグユタカ野洲店 077-586-1160 滋賀県野洲市冨波乙８２８番
奈良 宇陀市 ジップドラッグ　榛原店 0745-82-2933 奈良県宇陀市榛原区下井足　９１ー１
奈良 王寺町 ココカラファイン　王寺店 0745-33-6620 奈良県北葛城郡王寺町本町　４ー９ー１２
奈良 王寺町 スギドラッグ　奈良王寺店 0745-44-3217 奈良県北葛城郡王寺町王寺　２丁目２番２０号
奈良 河合町 イオン西大和店 074-532-6421 奈良県北葛城郡河合町中山台　２ー７
奈良 河合町 ジップドラッグ東洋　河合店 0745-58-3135 奈良県北葛城郡河合町西山台　５６８ー１ー２



奈良 橿原市 ＤＣＭダイキ橿原店 074-425-8822 奈良県橿原市四分町３０８ー１
奈良 橿原市 イオン橿原店 074-425-8700 奈良県橿原市曲川町７ー２０ー１
奈良 橿原市 オークワ　橿原東坊城店 074-428-6166 奈良県橿原市東坊城町字六反田　２４２ー１

奈良 橿原市 ココカラファイン　イオンモール橿原店 0744-21-8198
奈良県橿原市曲川町　７丁目２０ー１ー１１２
イオンモール橿原アルルＳＣ内

奈良 橿原市 ココカラファイン　葛本店 0744-20-1191 奈良県橿原市葛本町７７０ー２
奈良 橿原市 サンドラッグ橿原真菅店 0744-20-1231 奈良県橿原市中曽司町１０１－１
奈良 橿原市 サンドラッグ橿原店 0744-26-6522 奈良県橿原市大軽町１２５ー１
奈良 橿原市 ジャパン　橿原店 074-424-3660 奈良県橿原市葛本町５０５
奈良 橿原市 スギドラッグ　橿原真菅店 0744-47-3275 奈良県橿原市北妙法寺町　５５５ー１
奈良 葛城市 オークワ　葛城忍海店 074-563-3050 奈良県葛城市忍海３９０ー１
奈良 葛城市 ココカラファイン　新庄店 0745-69-1012 奈良県葛城市柿本１ー１
奈良 葛城市 ディスカウントドラッグコスモス　南花内店 0745-69-8009 奈良県葛城市南花内９９
奈良 五條市 イオン五條店 074-722-0271 奈良県五條市今井２ー１５０
奈良 御所市 オークワスーパーセンター　御所店 074-564-3310 奈良県御所市室１１８５ー２
奈良 御所市 ライフコーポレーション　御所店 074-565-1101 奈良県御所市東松本３０
奈良 広陵町 ＤＣＭダイキ広陵店 074-554-2800 奈良県北葛城郡広陵町　大字笠２８１ー１
奈良 広陵町 イズミヤイズミヤスーパーセンター広陵店 074-554-1238 奈良県北葛城郡広陵町大字安部　４５０番地１
奈良 広陵町 ジップドラッグ東洋　広陵店 0745-54-3140 奈良県北葛城郡広陵町大字平尾　７０６ー１
奈良 広陵町 近商ストア真美ケ丘店 074-554-5000 奈良県北葛城郡広陵町馬見中　４ー１ー１エコール・マミ内
奈良 香芝市 サンドラッグ良福寺店 0745-71-6051 奈良県香芝市良福寺５１番
奈良 香芝市 ジップドラッグ東洋　香芝南店 0745-71-7730 奈良県香芝市磯壁６丁目４５８
奈良 香芝市 スギ薬局　五位堂店 0745-71-3855 奈良県香芝市別所４２番地５
奈良 香芝市 ドン・キホーテ香芝店 0745-71-3011 奈良県香芝市上中１５６ー１
奈良 香芝市 化粧品ローザ 0745-78-5277 奈良県香芝市磯壁３ー４０ー１　ジャンボスクエア香芝
奈良 桜井市 イオン桜井店 074-444-1438 奈良県桜井市上之庄２７８ー１
奈良 桜井市 ココカラファイン　桜井南店 0744-49-2640 奈良県桜井市安倍木材団地２ー４
奈良 桜井市 サンドラッグ桜井南店 0744-49-2311 奈良県桜井市谷２４５ー１
奈良 桜井市 スーパーセンターオークワ桜井店 074-449-2070 奈良県桜井市粟殿７０番地
奈良 桜井市 ディスカウントドラッグコスモス　桜井大福店 0744-49-2227 奈良県桜井市大福１２５９
奈良 桜井市 ドン・キホーテＭＥＧＡ　桜井店 0744-44-2711 奈良県桜井市大福１０３９ー１
奈良 桜井市 ヤマダ電機　テックランド奈良桜井店 074-433-9061 奈良県桜井市阿部４０８ー１
奈良 上牧町 ジップドラッグ　上牧店 0745-71-4331 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧　３３４１ー１
奈良 上牧町 ディスカウントドラッグコスモス　上牧店 0745-71-5158 奈良県北葛城郡上牧町上牧　３０５５ー１
奈良 生駒市 ココカラファイン　北生駒店 0743-79-5517 奈良県生駒市上町４１３０ー１
奈良 生駒市 ジップドラッグ東洋　生駒南店 0743-76-2614 奈良県生駒市壱分町８１ー３
奈良 生駒市 ジャパン　生駒店 074-375-6100 奈良県生駒市松美台２０ー２
奈良 生駒市 スギドラッグ　生駒店 0743-71-7505 奈良県生駒市谷田町１３２８ー１
奈良 生駒市 ディスカウントドラッグコスモス　壱分店 0743-76-2017 奈良県生駒市壱分町　８１ー２２



奈良 生駒市 ホームセンターコーナン　生駒店 0743-73-8657 奈良県生駒市俵口町７５９番地
奈良 生駒市 マザーピア　東生駒店 0743-73-8211 奈良県生駒市小明町　７４５ー１

奈良 生駒市 マックスバリュー　生駒南店 0743-72-4000
奈良県生駒市小平尾町９３番地
イオンタウン生駒南　ショッピングセンター内

奈良 大淀町 ＤＣＭダイキ大淀西店 074-753-2311 奈良県吉野郡大淀町下渕６４２
奈良 大淀町 ライフコーポレーション　大淀店 074-752-7271 奈良県吉野郡大淀町土田　２４３番地１
奈良 大和郡山市 アピタ　大和郡山店 074-354-0360 奈良県大和郡山市田中町字官西　５１７番
奈良 大和郡山市 イオン大和郡山店 074-354-7111 奈良県大和郡山市下三橋町７４１
奈良 大和郡山市 ウエルシア　大和郡山小泉店 07435-4-1401 奈良県大和郡山市小泉町２８４９
奈良 大和郡山市 キリン堂薬店　郡山九条店 07435-4-7105 奈良県大和郡山市九条町　２３２ー１
奈良 大和郡山市 スーパーセンタートライアル　大和小泉 0743-59-3054 奈良県大和郡山市小泉町東　３丁目１０番２
奈良 大和高田市 エバグリーン　神楽店 0745-21-0500 奈良県大和高田市神楽３１２ー１
奈良 大和高田市 オークワ　大和高田店 074-552-1990 奈良県大和高田市市場６３６ー１
奈良 大和高田市 ココカラファイン　高田店 0745-21-1500 奈良県大和高田市大字池尻　１７１ー１
奈良 大和高田市 ココカラファイン　坊城店 0745-23-2052 奈良県大和高田市根成柿　４１４ー１
奈良 天理市 ＤＣＭダイキ天理店 074-367-7070 奈良県天理市三昧田町１７ー１
奈良 天理市 オークワ　天理北店 074-362-5266 奈良県天理市別所町２２３
奈良 天理市 ココカラファイン　天理店 0743-63-5666 奈良県天理市守目堂町　１０５ー１
奈良 天理市 ザ・ビッグエクストラ天理店 0743-68-1700 奈良県天理市東井戸堂町３８１
奈良 天理市 ジャパン　天理店 074-364-3772 奈良県天理市二階堂上ノ庄町　４３９ー１
奈良 天理市 スギ薬局　アクロス天理店 0743-69-5721 奈良県天理市岩室町７３ー１
奈良 天理市 スギ薬局　天理店 0743-68-1101 奈良県天理市前栽町９８ー１
奈良 天理市 中村薬局 0743-62-0083 奈良県天理市三島町３７７ー２
奈良 田原本町 オークワＳＵＣ田原本店 0744-34-5160 奈良県磯城郡田原本町大字十六面　７１ー１
奈良 田原本町 ココカラファイン　田原本店 0744-34-0320 奈良県磯城郡田原本町三笠字森田　４１ー１
奈良 田原本町 ディスカウントドラッグコスモス　田原本店 0744-34-6855 奈良県磯城郡田原本町十六面　２２ー１
奈良 奈良市 イオン奈良店 074-236-2685 奈良県奈良市西大寺東町　２ー４ー１
奈良 奈良市 イオン富雄店 074-243-3131 奈良県奈良市富雄元町２ー６ー１
奈良 奈良市 イズミヤ学園前店 074-248-2881 奈良県奈良市学園中　４ー５３９ー１
奈良 奈良市 ウエルシア　奈良駅前店 0742-30-0678 奈良県奈良市大宮町１ー３ー８
奈良 奈良市 ウエルシア　奈良法蓮店 0742-20-2418 奈良県奈良市法蓮町７０５ー１
奈良 奈良市 ココカラファイン　イオンタウン富雄南店 0742-46-3509 奈良県奈良市石木町　１００番地１
奈良 奈良市 ココカラファイン　北登美ケ丘店 0742-51-7836 奈良県奈良市北登美ヶ丘６丁目　１１番１号
奈良 奈良市 ザ・ビッグエクストラ大安寺店 0742-63-1600 奈良県奈良市南京終町　１丁目１２８番１
奈良 奈良市 サンドラッグ京終店 0742-50-5227 奈良県奈良市南京終町７１０ー１
奈良 奈良市 サンドラッグ奈良店 0742-20-6222 奈良県奈良市角振町２６　いせやビル１Ｆ
奈良 奈良市 スーパーセンタートライアル　東九条店 0742-50-5561 奈良県奈良市東九条町　１６７ー１
奈良 奈良市 スーパーセンタートライアル宝来店 074-253-7708 奈良県奈良市宝来３丁目１１ー９
奈良 奈良市 スギ薬局　学園前店 0742-52-3251 奈良県奈良市中山町西　１ー７１６ー３　ならコープ２Ｆ



奈良 奈良市 ドラッグストア木のうた　ＪＲ奈良駅前北店 0742-26-7740 奈良県奈良市油阪地方町８ー１
奈良 奈良市 ドン・キホーテ　奈良店 074-230-5211 奈良県奈良市柏木町４８０ー１
奈良 奈良市 マザーピア　新大宮店 074-236-3811 奈良県奈良市法華寺町　８３－５
奈良 奈良市 ヤマダ電機　テックランドＮｅｗ奈良本店 074-232-5611 奈良県奈良市柏木町４６３ー４
奈良 奈良市 ライフコーポレーション　学園前店 0742-51-3311 奈良県奈良市中登美ヶ丘３ー３
奈良 奈良市 ロイヤルホームセンター　ロイヤルビックス押熊店 074-251-7011 奈良県奈良市押熊町　１０５１番地の１
奈良 平群町 ココカラファイン　平群店 0745-46-2700 奈良県生駒郡平群町椿井４４９
奈良 平群町 ザ・ビッグエクストラ平群店 0745-46-2400 奈良県生駒郡平群町大字三里　１１０番
奈良 平群町 サンドラッグ椿井店 0745-46-1051 奈良県生駒郡平群町椿井　３０４番１
奈良 平群町 ジップドラッグ東洋　平群北店 0745-46-2301 奈良県生駒郡平群町三里　３８２ー１
兵庫 たつの市 イオン竜野店 0791-63-2332 兵庫県たつの市龍野町堂本　字五反田２５０ー１
兵庫 たつの市 コスモス薬品　堂本店 079-164-4300 兵庫県たつの市龍野町堂本　３３９－１
兵庫 たつの市 ゴダイドラッグ　御津店 079-322-9000 兵庫県たつの市御津町苅屋　字裏ノ田２００ー１
兵庫 たつの市 ゴダイドラッグ　新宮店 0791-76-0101 兵庫県たつの市新宮町新宮　８０ー１５
兵庫 たつの市 ゴダイドラッグ　龍野北店 079-163-9276 兵庫県たつの市龍野町島田　６７１ー１
兵庫 たつの市 ヒラキ竜野店 0791-62-9234 兵庫県たつの市龍野町大道　字新開キ５７４
兵庫 芦屋市 コープこうべ　デイズ芦屋 0797-31-2222 兵庫県芦屋市大原町　９ー１ー３０４
兵庫 芦屋市 ライフォート　打出店 0797-21-2128 兵庫県芦屋市南宮町１１ー１
兵庫 伊丹市 イオン伊丹昆陽店 072-773-6900 兵庫県伊丹市池尻４ー１ー１
兵庫 伊丹市 イオン伊丹店 072-787-0500 兵庫県伊丹市藤ノ木１ー１ー１
兵庫 伊丹市 イズミヤ昆陽店 072-779-6501 兵庫県伊丹市池尻１丁目１番地
兵庫 伊丹市 キリン堂薬店　伊丹鴻池店 072-778-7705 兵庫県伊丹市鴻池５ー９ー３０
兵庫 伊丹市 ココカラファイン　イオンモール伊丹店 072-773-6411 兵庫県伊丹市藤ノ木１―１―１　イオンモール伊丹テラス１Ｆ
兵庫 伊丹市 コスモス薬品　野間北店 072-781-5031 兵庫県伊丹市野間北４丁目　２ー１
兵庫 伊丹市 サ－バ　伊丹荒牧店 072-780-5314 兵庫県伊丹市荒牧７ー１５ー３
兵庫 伊丹市 サンドラッグ伊丹昆陽店 072-773-8778 兵庫県伊丹市昆陽東４ー６ー７
兵庫 伊丹市 サンドラッグ伊丹桜台店 072-775-5225 兵庫県伊丹市中野北３ー５ー２８
兵庫 伊丹市 スギドラッグ　伊丹店 072-744-0208 兵庫県伊丹市西台　三丁目７番７号　阪急オアシス伊丹西台店２階
兵庫 伊丹市 スギ薬局　昆陽店 072-782-5500 兵庫県伊丹市山田５丁目３番３号
兵庫 稲美町 ＤＣＭダイキ稲美店 079-496-6333 兵庫県加古郡稲美町国岡　１ー１０６
兵庫 稲美町 アルカドラッグ　稲美店 079-496-6161 兵庫県加古郡稲美町国岡　１ー１４９ー１
兵庫 加古川市 アルカドラッグ　加古川西店 079-432-1010 兵庫県加古川市西神吉町岸　１００ー２
兵庫 加古川市 アルカドラッグ　加古川南店 079-422-8787 兵庫県加古川市加古川町木村８３
兵庫 加古川市 アルカドラッグ　東加古川店 079-456-8977 兵庫県加古川市平岡町新在家　９１ー１
兵庫 加古川市 ウエルシア　加古川粟津店 079-456-0257 兵庫県加古川市加古川町粟津　１００ー１
兵庫 加古川市 ウエルシア　加古川水足店 0794-21-4801 兵庫県加古川市野口町水足　３３３ー３３
兵庫 加古川市 クスリキリン堂　加古川粟津店 079-427-7350 兵庫県加古川市加古川町粟津　５１４
兵庫 加古川市 クスリキリン堂　加古川神吉店 079-432-3055 兵庫県加古川市東神吉町神吉　９１７番１
兵庫 加古川市 クスリキリン堂薬店　加古川石守店 079-456-7751 兵庫県加古川市神野町石守　４６７ー１



兵庫 加古川市 くすりのラブ　イオンタウン野口店 079-421-0355 兵庫県加古川市野口町坂元　１０５ー１
兵庫 加古川市 サンドラッグ加古川安田店 079-453-5051 兵庫県加古川市尾上町安田　４８０
兵庫 加古川市 サンドラッグ東加古川店 078-941-6661 兵庫県加古川市平岡町土山字勝負　８５０ー１
兵庫 加古川市 ジャパン　加古川平野店 0794-21-3600 兵庫県加古川市加古川町平野　２５０
兵庫 加古川市 スギ薬局　加古川店 079-434-4555 兵庫県加古川市東神吉町出河原　８６２番地
兵庫 加古川市 スギ薬局　東加古川店 079-430-2116 兵庫県加古川市平岡町一色　３３４番地１
兵庫 加古川市 ドン・キホーテ　加古川店 0794-56-2111 兵庫県加古川市野口町野口大仏　１２９ー６２
兵庫 加古川市 ナフコ　ホームプラザナフコ南加古川店 079-456-6301 兵庫県加古川市尾上町池田　８５０ー２３
兵庫 加古川市 モリスドラッグ＆ホーム加古川店 079-454-8854 兵庫県加古川市加古川町木村　７１ー１
兵庫 加古川市 ヤマダ電機　テックランド新加古川店 079-497-5037 兵庫県加古川市平岡町一色　１００ー１
兵庫 加古川市 ライフォート　尾上店 0794-56-7008 兵庫県加古川市尾上町池田　１８９７ー４
兵庫 加古川市 山陽マルナカ　加古川店 079-441-1122 兵庫県加古川市平岡町一色　６４９ー１
兵庫 加西市 アルカドラッグ　加西店 0790-43-7077 兵庫県加西市北条町北条７７ー１
兵庫 加西市 イオン加西北条店 0790-45-3639 兵庫県加西市北条町北条　３０８ー１
兵庫 加西市 コスモス薬品　古坂店 0790-43-7631 兵庫県加西市北条町古坂　７丁目３３
兵庫 加西市 ゴダイドラッグ加西北条店 0790-43-2555 兵庫県加西市北条町東南　１３８ー１
兵庫 香美町 ゴダイドラッグ　香住店 0796-39-2280 兵庫県美方郡香美町香住区香住　８８２ー１
兵庫 高砂市 イオン高砂店 079-444-2700 兵庫県高砂市緑丘　２丁目１番４０号
兵庫 高砂市 ウエルシア　高砂梅井店 0794-46-1118 兵庫県高砂市梅井５ー５ー２５　ロックタウン内
兵庫 高砂市 クスリキリン堂　高砂米田店 079-433-8761 兵庫県高砂市米田町島三反田　１３ー１
兵庫 高砂市 コスモス薬品　曽根店 079-446-7066 兵庫県高砂市曽根町６９５
兵庫 高砂市 ゴダイドラッグ　大塩店 079-254-5257 兵庫県高砂市北浜町西浜　１２０８ー１
兵庫 高砂市 サンドラッグ高砂中島店 079-444-1777 兵庫県高砂市中島　１丁目１７８
兵庫 高砂市 マツモトキヨシドラッグストア　アイモール高砂店 0794-34-5350 兵庫県高砂市米田町島３２
兵庫 高砂市 ライフォート　米田店 0794-34-4770 兵庫県高砂市米田町米田　９７１ー５
兵庫 佐用町 ゴダイドラッグ　佐用店 0790-81-2850 兵庫県佐用郡佐用町佐用１０２３
兵庫 三田市 アルカドラッグ　フラワータウン店 079-562-8222 兵庫県三田市武庫が丘７ー８ー２
兵庫 三田市 イオン三田ウッディタウン店 079-564-8800 兵庫県三田市けやき台１ー６ー２
兵庫 三田市 イオン三田店 079-562-4711 兵庫県三田市弥生が丘　１ー１ー１
兵庫 三田市 コスモス薬品　すずかけ台店 0795-61-1270 兵庫県三田市すずかけ台　１丁目１４番
兵庫 三田市 コスモス薬品　富士が丘店 079-553-3411 兵庫県三田市富士が丘５丁目１番
兵庫 三田市 ジャパン　ニューファミリー三田本町店 079-559-0033 兵庫県三田市相生町９ー１８
兵庫 三田市 スギ薬局　三田店 079-569-7334 兵庫県三田市三輪４丁目　５番２０号　ミスミモール内
兵庫 三田市 チャーリー　ウッディタウン店 079-561-2220 兵庫県三田市けやき台１丁目　１０番ー１
兵庫 三田市 ドン・キホーテ　三田店 079-553-6311 兵庫県三田市川除相綛　５５
兵庫 三木市 アルカドラッグ　三木店 0794-89-0035 兵庫県三木市別所町小林　字釜が谷７２５ー８
兵庫 三木市 イオン三木青山店（食品館） 0794-87-2147 兵庫県三木市志染町青山　６ー８
兵庫 三木市 イオン三木店 0794-83-3155 兵庫県三木市大村字砂１６３
兵庫 三木市 ココカラファイン　三木店 0794-82-8660 兵庫県三木市平田７５７



兵庫 三木市 コスモス薬品　青山店 079-487-7030 兵庫県三木市志染町青山　５ー３０ー１
兵庫 三木市 コスモス薬品　別所小林店 079-481-1031 兵庫県三木市別所町小林　７３４ー７６８
兵庫 市川町 ゴダイドラッグ　市川店 0790-24-6565 兵庫県神崎郡市川町西川辺４９９
兵庫 宍粟市 イオン山崎店 0790-63-0505 兵庫県宍粟市山崎町中井１０
兵庫 宍粟市 ゴダイドラッグ　山崎西店 0790-64-1400 兵庫県宍粟市山崎町加生　１１０ー２
兵庫 宍粟市 ゴダイドラッグ　山崎店 0790-64-4180 兵庫県宍粟市山崎町三津２４０
兵庫 宍粟市 ゴダイドラッグ山崎南店 0790-63-1001 兵庫県宍粟市山崎町中井　１８５番地
兵庫 宍粟市 ディスカウントドラッグコスモス　山崎インター店 0790-64-3351 兵庫県宍粟市山崎町下広瀬　１０４ー１
兵庫 篠山市 アルカドラッグ　篠山店 079-590-1033 兵庫県篠山市大沢２ー１ー１０
兵庫 篠山市 ゴダイ薬局　篠山店 079-590-2305 兵庫県篠山市東吹４１０番１
兵庫 篠山市 さとう　ストック篠山店 079-594-3800 兵庫県篠山市吹新６５
兵庫 篠山市 さとう　バザールタウン篠山　ＮＥＷＳ館 079-594-3000 兵庫県篠山市杉２６５ー１
兵庫 篠山市 サンドラッグ篠山店 079-554-3077 兵庫県篠山市東岡屋３８３
兵庫 篠山市 ディスカウントドラッグコスモス　東吹店 079-590-1161 兵庫県篠山市東吹１１２２
兵庫 篠山市 ライフォート　丹南東吹店 0795-94-4040 兵庫県篠山市東吹３４９ー１
兵庫 洲本市 イオン洲本店 0799-23-2150 兵庫県洲本市塩屋１ー１ー８
兵庫 洲本市 レデイ薬局　くすりのレデイＬ洲本店 0799-25-4343 兵庫県洲本市下加茂一丁目　１番１４号
兵庫 小野市 アルカドラッグ　小野店 0794-64-2686 兵庫県小野市黒川町１７６５
兵庫 小野市 イオン小野店 0794-63-5121 兵庫県小野市王子町８６８ー１
兵庫 小野市 ディスカウントドラッグコスモス　王子店 0794-64-9108 兵庫県小野市王子町１５２ー１
兵庫 上郡町 ゴダイドラッグ　上郡南店 079-157-2650 兵庫県赤穂郡上郡町竹万　５１０
兵庫 上郡町 ザグザグ　上郡店 0791-57-3939 兵庫県赤穂郡上郡町大持１８９
兵庫 上郡町 ディスカウントドラッグコスモス　上郡店 07915-7-2020 兵庫県赤穂郡上郡町竹万　２２８１
兵庫 上郡町 ナフコ　ホームプラザナフコ上郡店 0791-57-3881 兵庫県赤穂郡上郡町竹万　２３７３番地
兵庫 新温泉町 ゴダイドラッグ　浜坂店 0796-83-1820 兵庫県美方郡新温泉町戸田　４６４ー１
兵庫 神河町 ゴダイドラッグ　神崎店 0790-31-2866 兵庫県神崎郡神河町福本７５
兵庫 須磨区 アルカドラッグ　多井畑店 078-741-0300 兵庫県神戸市須磨区多井畑東山　山之上　１１ー１
兵庫 須磨区 アルカドラッグ　名谷店 078-791-8061 兵庫県神戸市須磨区中落合　２ー２ー７　須磨パティオ健康館内
兵庫 須磨区 スギ薬局　須磨北店 078-747-2291 兵庫県神戸市須磨区多井畑　字東山之上１３番地３１
兵庫 須磨区 ダイエー　板宿店 078-732-3661 兵庫県神戸市須磨区前池町　３ー４ー１
兵庫 垂水区 アルカドラッグ　星陵台店 078-784-2323 兵庫県神戸市垂水区星陵台　４ー４ー３１エスパＳＣ２Ｆ
兵庫 垂水区 イオン垂水店 078-704-3800 兵庫県神戸市垂水区天ノ下町　１ー１
兵庫 垂水区 スギドラッグ　本多聞店 078-787-3717 兵庫県神戸市垂水区本多聞　２ー２４ー１２
兵庫 垂水区 スギドラッグ名谷店 078-754-8846 兵庫県神戸市垂水区名谷町横尾　１７６３ー１
兵庫 垂水区 スギ薬局　東垂水店 078-755-5310 兵庫県神戸市垂水区東垂水町高丸　７６２番地６６８
兵庫 垂水区 ダイエー　舞子店 078-782-5115 兵庫県神戸市垂水区舞子台　６ー２０ー１７
兵庫 垂水区 ディスカウントドラッグコスモス　塩屋北店 078-755-5611 兵庫県神戸市垂水区下畑町　３３３ー２
兵庫 垂水区 ディスカウントドラッグコスモス　舞多聞店 078-787-2131 兵庫県神戸市垂水区舞多聞西　５丁目１ー１
兵庫 西宮市 イオン西宮店 079-864-2501 兵庫県西宮市林田町２ー２４



兵庫 西宮市 イズミヤ西宮ガーデンズ店 079-868-1133 兵庫県西宮市高松町１４ー３
兵庫 西宮市 イトーヨーカドー　甲子園店 079-881-6111 兵庫県西宮市甲子園八番町　１ー１００
兵庫 西宮市 ウエルシア　西宮浜松原店 0798-38-1655 兵庫県西宮市浜松原町２１ー１
兵庫 西宮市 グルメシティ近畿　夙川店 079-836-3611 兵庫県西宮市羽衣町７ー３０
兵庫 西宮市 ジャパン　西宮戎店 079-822-4664 兵庫県西宮市宮前町８ー４
兵庫 西宮市 スギ薬局　苦楽園店 0798-75-1580 兵庫県西宮市樋之池町７ー２　オクトス夙川地下１階
兵庫 西宮市 スギ薬局　西宮中前田店 0798-37-3055 兵庫県西宮市中前田町７ー２０
兵庫 西宮市 スギ薬局　浜甲子園店 0798-44-3833 兵庫県西宮市甲子園　九番町１１ー６２
兵庫 西宮市 ニシイチドラッグ　甲東園店 0798-51-2418 兵庫県西宮市上大市３ー５ー３
兵庫 西宮市 パウ　西宮店 079-838-7366 兵庫県西宮市六湛寺町１ー１３
兵庫 西宮市 ヤマダ電機　テックランド西宮甲子園店 079-837-1561 兵庫県西宮市浜松原町２ー２２
兵庫 西宮市 ライフォート　フレンテ西宮店 079-832-8239 兵庫県西宮市池田町　１１－１　ＢＦ１
兵庫 西宮市 ライフォート　西宮上田店 0798-40-3831 兵庫県西宮市上田中町１８ー４３
兵庫 西宮市 ライフォート　鳴尾店 079-848-2030 兵庫県西宮市学文殿町１丁目　９－１５
兵庫 西宮市 薬マツモトキヨシ　エビスタ西宮店 0798-38-1638 兵庫県西宮市田中町　１番６号
兵庫 西宮市 立花ヘルス薬品甲子園口ヘルス薬店 0798-63-7376 兵庫県西宮市甲子園口　２－１０－２９
兵庫 西区 ＤＣＭダイキ西神戸店 078-974-3311 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和　７００
兵庫 西区 アルカドラッグ　伊川谷店 078-975-5555 兵庫県神戸市西区白水３ー１ー２
兵庫 西区 アルカドラッグ　学園店 078-793-5858 兵庫県神戸市西区学園西町１ー４　キャンパススクエア内
兵庫 西区 アルカドラッグ　狩場台店 078-991-5252 兵庫県神戸市西区狩場台　３ー９ー１９
兵庫 西区 アルカドラッグ　有瀬店 078-976-8676 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬　５５２ー１
兵庫 西区 イズミヤスーパーＣ　神戸玉津店 078-920-1150 兵庫県神戸市西区森友３丁目　７ー３
兵庫 西区 イズミヤ西神戸店 078-967-5000 兵庫県神戸市西区竜が岡　１ー２１ー１
兵庫 西区 ウエルシア　神戸高津橋店 078-978-3400 兵庫県神戸市西区伊川谷潤和　８６３ー７
兵庫 西区 クスリキリン堂　神戸桜が丘店 078-995-1116 兵庫県神戸市西区桜が丘中町　３ー２ー１６
兵庫 西区 ココカラファイン　西神中央店 078-992-5711 兵庫県神戸市西区竹の台　６丁目１番２　ミリオンタウン西神中央１階
兵庫 西区 コスモス薬品　井吹台店 078-990-1661 兵庫県神戸市西区井吹台北町　２ー１７ー９
兵庫 西区 コスモス薬品　神戸学院大前店 078-977-0831 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬　３１１ー５
兵庫 西区 サンドラッグ伊川谷店 078-978-0305 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬　９８１
兵庫 西区 シルク　パルティ西神店 078-993-0469 兵庫県神戸市西区美賀多台　９ー２ー２　パルティ内
兵庫 西区 スギ薬局　玉津店 078-919-6366 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋　６０６番地１
兵庫 西区 スギ薬局　神戸持子店 078-926-1199 兵庫県神戸市西区持子２ー５
兵庫 西区 スギ薬局　神陵台店 078-978-1401 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬　７０ー２
兵庫 西区 ダイエー　神戸学園店 078-791-4147 兵庫県神戸市西区学園西町１ー４
兵庫 西区 ドン・キホーテ　神戸西店 078-929-8611 兵庫県神戸市西区丸塚　２丁目９番地１８号
兵庫 西区 ナフコ　ホームプラザナフコ西神戸店 078-998-3621 兵庫県神戸市西区桜が丘中町　３ー２ー２
兵庫 西区 ヒラキ岩岡店　３２課 078-967-1062 兵庫県神戸市西区岩岡町野中　字福吉５５６
兵庫 西区 ヤマダ電機　テックランド神戸西店 078-926-1021 兵庫県神戸市西区玉津町小山　２０７
兵庫 西脇市 アルカドラッグ　西脇店 0795-22-8877 兵庫県西脇市小坂町横溝　１７２ー１



兵庫 西脇市 クスリキリン堂　西脇小坂店 0795-25-0400 兵庫県西脇市小坂町１１６
兵庫 西脇市 ココカラファイン　西脇店 0795-23-2691 兵庫県西脇市野村町８４０ー１
兵庫 西脇市 コスモス薬品　西脇店 0795-25-0520 兵庫県西脇市高井田町４６
兵庫 西脇市 さとう　バザールタウン西脇 0795-23-4100 兵庫県西脇市高田井町字清水田　２８０
兵庫 西脇市 ジャパン　ニューファミリー西脇上野店 0795-23-6363 兵庫県西脇市上野３６９
兵庫 赤穂市 イオン赤穂店 0791-43-6911 兵庫県赤穂市中広別所５５ー３
兵庫 赤穂市 コスモス薬品　赤穂店 079-146-0566 兵庫県赤穂市細野町　３５ー１
兵庫 赤穂市 ゴダイドラッグ　赤穂上町店 0791-46-0510 兵庫県赤穂市加里屋上町７６
兵庫 赤穂市 ゴダイドラッグ　赤穂中央店 0791-46-3080 兵庫県赤穂市加里屋中洲　３ー５７ー１
兵庫 赤穂市 ザグザグ　赤穂中広店 0791-46-4888 兵庫県赤穂市中広　２ー８
兵庫 赤穂市 ザグザグ　赤穂尾崎店 0791-46-0525 兵庫県赤穂市尾崎３１５８ー８
兵庫 赤穂市 ダイレックスダイレックス赤穂店 0791-56-6512 兵庫県赤穂市南野中７８４
兵庫 川西市 イズミヤ多田店 072-793-3773 兵庫県川西市多田桜木　１丁目８ー３
兵庫 川西市 ジャパン　川西久代店 072-757-5550 兵庫県川西市久代５ー１ー５
兵庫 川西市 ドラッグストアマルゼン　山下店 072-794-1090 兵庫県川西市見野３ー７ー４
兵庫 川西市 西友　川西店 072-757-1000 兵庫県川西市栄町１６ー８
兵庫 相生市 ＤＣＭダイキ相生店 0791-24-3031 兵庫県相生市那波南本町７ー２２
兵庫 相生市 ウエルシア　相生赤坂店 0791-22-8870 兵庫県相生市赤坂１ー６ー３２
兵庫 相生市 ゴダイドラッグ　相生店 0791-24-3015 兵庫県相生市那波南本町　１８６２ー２
兵庫 多可町 キリン堂　中町店 0795-30-2007 兵庫県多可郡多可町中区坂本　１２０ー１
兵庫 多可町 ディスカウントドラッグコスモス　多可店 092-433-0670 兵庫県多可郡多可町中区森本　１７１ー１
兵庫 太子町 ウエルシア　揖保太子南店 079-277-6888 兵庫県揖保郡太子町蓮常寺字豆田　２８１
兵庫 太子町 コスモス薬品　東出店 079-276-6681 兵庫県揖保郡太子町東出９０ー１
兵庫 太子町 ザグザグ　太子店 079-275-1581 兵庫県揖保郡太子町鵤　１３１９ー１
兵庫 太子町 山陽マルナカ　太子店 079-275-6111 兵庫県揖保郡太子町東出　２３２ー１
兵庫 丹波市 クスリキリン堂　春日店 0795-70-3125 兵庫県丹波市春日町黒井２２２２
兵庫 丹波市 ゴダイドラッグ　山南店 0795-70-0530 兵庫県丹波市山南町奥１９３ー１
兵庫 丹波市 ゴダイドラッグ　氷上店 0795-82-6000 兵庫県丹波市氷上町横田　７７７ー１
兵庫 丹波市 ゴダイドラッグ　氷上本郷店 0795-88-6111 兵庫県丹波市氷上町本郷　３２２ー１
兵庫 丹波市 ザ・ビッグエクストラ　氷上店 0795-88-6500 兵庫県丹波市氷上町石生　１７８３ー６
兵庫 丹波市 ジャパン　ニューファミリー氷上店 0795-82-5151 兵庫県丹波市氷上町稲継堂ノ坪　２５０ー１
兵庫 丹波市 ディスカウントドラッグコスモス　柏原店 0795-73-7066 兵庫県丹波市柏原町柏原　２８７１ー１
兵庫 淡路市 ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ　淡路店ＣＣＳ 0799-60-1270 兵庫県淡路市志築新島９番７
兵庫 淡路市 イオン淡路店 0799-62-6300 兵庫県淡路市志筑新島１０ー２
兵庫 淡路市 ココカラファイン　東浦店 0799-74-5589 兵庫県淡路市浦６９７
兵庫 淡路市 マザーピア　津名店 0799-60-4711 兵庫県淡路市大谷９４０ー１０
兵庫 淡路市 マルナカ　東浦店 0799-75-2235 兵庫県淡路市久留麻２７ー２
兵庫 淡路市 ライフォート　津名店 0799-60-4224 兵庫県淡路市大谷９４８ー３２
兵庫 中央区 アインズ＆トルペ　三宮ユザワヤ店 078-327-5375 兵庫県神戸市中央区三宮町　３－２６　ユザワヤビル１階



兵庫 中央区 ココカラファイン　三宮西口店 078-327-8202 兵庫県神戸市中央区北長狭通　１ー９ー１阪急三宮西口駅前
兵庫 中央区 ココカラファイン　神戸元町店 078-385-3659 兵庫県神戸市中央区元町通　３丁目５番１０号
兵庫 中央区 スギドラッグ　神戸駅前店 078-367-4751 兵庫県神戸市中央区中町通　３ー２ー１５　ライフ神戸駅前店２階
兵庫 中央区 スギ薬局　三宮旭通店 078-241-1160 兵庫県神戸市中央区旭通　四丁目１番４号　シティタワープラザ２階
兵庫 中央区 ダイエー　ポートアイランド店 078-302-5721 兵庫県神戸市中央区港島中町　３ー２ー６
兵庫 中央区 ダイエー　神戸三宮店 078-291-0077 兵庫県神戸市中央区雲井通　６ー１ー１５
兵庫 中央区 ドン・キホーテ　神戸本店 078-230-4811 兵庫県神戸市中央区脇浜町　３丁目２番２３号
兵庫 中央区 ヤマダ電機　テックランド神戸本店 078-272-9122 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通り　２ー３ー１
兵庫 猪名川町 ＤＣＭダイキ日生中央店 072-765-0202 兵庫県川辺郡猪名川町伏見台　１ー１ー２
兵庫 猪名川町 イオン猪名川店 072-765-1111 兵庫県川辺郡猪名川町白金２ー１
兵庫 朝来市 イオン和田山店 079-670-2600 兵庫県朝来市和田山町枚田岡　７７４
兵庫 朝来市 ゴダイドラッグ　和田山店 079-672-5831 兵庫県朝来市和田山町玉置　１０７３
兵庫 朝来市 ゴダイドラッグ　和田山土田店 079-670-5505 兵庫県朝来市和田山町土田　３６８ー４
兵庫 朝来市 ディスカウントドラッグコスモス　和田山店 079-670-2111 兵庫県朝来市和田山町桑原５５６
兵庫 長田区 アルカドラッグ　ピフレ店 078-647-3151 兵庫県神戸市長田区若松町　４ー２ー１５　ピフレ新長田　Ｂ１Ｆ
兵庫 長田区 アルカドラッグ　新長田店 078-641-5261 兵庫県神戸市長田区大橋町　６ー１ー１　アスタプラザウエスト内
兵庫 長田区 スギドラッグ　長田店 078-579-6751 兵庫県神戸市長田区北町　１丁目４番地　ライフ長田店１階
兵庫 東灘区 アルカドラッグ　甲南山手店 078-436-1141 兵庫県神戸市東灘区森南町　１ー５ー１　セルバ甲南山手１Ｆ
兵庫 東灘区 クスリキリン堂　魚崎郷店 078-431-7550 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町　５ー５ー４６
兵庫 東灘区 グルメシティ近畿　六甲アイランド店 078-857-4741 兵庫県神戸市東灘区向洋町中　５ー１５
兵庫 東灘区 ココカラファイン　御影クラッセ店 078-858-9110 兵庫県神戸市東灘区御影中町　３ー２ー１
兵庫 東灘区 スギドラッグ　御影店 078-862-1112 兵庫県神戸市東灘区御影本町　２ー６ー１０
兵庫 東灘区 スギドラッグ　石屋川店 078-842-5502 兵庫県神戸市東灘区御影塚町　４ー１１
兵庫 東灘区 スギドラッグ　本山南店 078-436-1721 兵庫県神戸市東灘区本山南町　５丁目２番３号
兵庫 東灘区 スギ薬局　阪神深江店 078-414-3390 兵庫県神戸市東灘区深江北町　三丁目４番１９号
兵庫 東灘区 薬マツモトキヨシ　摂津本山駅店 078-436-1270 兵庫県神戸市東灘区岡本　１丁目１番１号
兵庫 灘区 アルカドラッグ　神戸新在家店 078-806-7533 兵庫県神戸市灘区新在家南町　４丁目１ー３９　１Ｆ
兵庫 灘区 スギドラッグ大石店 078-200-5223 兵庫県神戸市灘区大石東町　５ー６８ー３
兵庫 灘区 スギ薬局　水道筋店 078-805-1270 兵庫県神戸市灘区水道筋五丁目　２番４号
兵庫 灘区 ドラッグストアマツモトキヨシ　グランド六甲店 078-846-3033 兵庫県神戸市灘区友田町　５丁目２番１号
兵庫 南あわじ市 ＤＣＭダイキ淡路南店 0799-42-7210 兵庫県南あわじ市市小井８０ー１
兵庫 南あわじ市 イオン南淡路店 0799-50-2050 兵庫県南あわじ市賀集八幡北　３７８ー１
兵庫 南あわじ市 ディスカウントドラッグコスモス　南淡店 0799-53-1012 兵庫県南あわじ市賀集八幡　１８２ー１
兵庫 南あわじ市 マザーピア　淡路店 0799-44-2722 兵庫県南あわじ市広田広田　１１７ー１番地
兵庫 尼崎市 アルカドラッグ　ビエラ塚口店 06-6493-7088 兵庫県尼崎市上坂部１丁目１ー１　ビエラ塚口２０２
兵庫 尼崎市 アルカドラッグ　尼崎猪名寺店 06-6426-2200 兵庫県尼崎市猪名寺３丁目　５ー１５　１Ｆ
兵庫 尼崎市 ココカラファイン　ＪＲ塚口店 06-7650-4932 兵庫県尼崎市上坂部　１丁目４番１号　ミリオンタウン塚口１階
兵庫 尼崎市 ココカラファイン　あまがさきキューズモール店 06-6470-3501 兵庫県尼崎市潮江１丁目３ー１　あまがさきキューズモール店１Ｆ
兵庫 尼崎市 ココカラファイン杭瀬店 06-7658-8215 兵庫県尼崎市杭瀬本町　１丁目１番地１号



兵庫 尼崎市 サーバ　尼崎三反田店 06-6424-5244 兵庫県尼崎市三反田町　２ー２１ー１７
兵庫 尼崎市 サンドラッグ尼崎潮江店 06-6497-1533 兵庫県尼崎市潮江１丁目１６ー１　阪急オアシス内
兵庫 尼崎市 サンドラッグ武庫之荘店 06-4962-5401 兵庫県尼崎市武庫町　１ー３６ー２２
兵庫 尼崎市 スギドラッグ　南武庫之荘店 06-4950-0930 兵庫県尼崎市南武庫之荘　１ー８ー２４　ソラリスビル１階
兵庫 尼崎市 スギドラッグ　尼崎久々知店 06-6415-6181 兵庫県尼崎市久々知西町　２ー３ー３
兵庫 尼崎市 スギドラッグ　尼崎水堂店 06-4962-3822 兵庫県尼崎市水堂町４ー２ー１
兵庫 尼崎市 スギドラッグ　尼崎南七松店 06-6430-1350 兵庫県尼崎市南七松町　２丁目８番２２号
兵庫 尼崎市 スギ薬局　阪神尼崎店 06-6430-5519 兵庫県尼崎市神田中通４ー１５７
兵庫 尼崎市 スギ薬局　上ノ島店 06-6424-3451 兵庫県尼崎市上ノ島町　２丁目３６番８号
兵庫 尼崎市 スギ薬局　上坂部店 06-6494-6300 兵庫県尼崎市上坂部一丁目　３番２５号
兵庫 尼崎市 スギ薬局　東園田店 06-4960-4711 兵庫県尼崎市東園田町　２ー５５ー１
兵庫 尼崎市 スギ薬局　尼崎西長洲店 06-4868-8101 兵庫県尼崎市長洲西通　１ー８ー２３
兵庫 尼崎市 スギ薬局　尼崎潮江店 06-4960-7137 兵庫県尼崎市潮江１ー２２ー１　アミング潮江ウエスト１番館１階
兵庫 尼崎市 スギ薬局　武庫之荘店 06-4962-5080 兵庫県尼崎市南武庫之荘　１ー１９ー２０　阪急オアシス武庫之荘店２Ｆ
兵庫 尼崎市 ダイエー　塚口店 066-427-4401 兵庫県尼崎市南塚口町２ー１ー１　ダイエー塚口店１番館　３Ｆ
兵庫 尼崎市 ニシイチドラッグ健康館武庫之荘店 06-6434-2520 兵庫県尼崎市南武庫之荘　１ー３ー２７
兵庫 尼崎市 ホームセンターコーナン　尼崎道意町店 066-430-6330 兵庫県尼崎市道意町７丁目１番
兵庫 尼崎市 ライフォート　南塚口店 06-6421-0980 兵庫県尼崎市南塚口町　８ー５７ー１３
兵庫 尼崎市 ライフコーポレーション　武庫川店 066-419-2290 兵庫県尼崎市武庫川町２ー５３
兵庫 尼崎市 立花ヘルス薬品立花ヘルス薬店 06-6419-6448 兵庫県尼崎市七松町　１－３－１－１４３
兵庫 播磨町 アルカドラッグ　土山店 078-942-0586 兵庫県加古郡播磨町北野添　２ー６ー３１
兵庫 播磨町 ライフォート　本荘店 079-435-1251 兵庫県加古郡播磨町北本荘　３ー１ー２９
兵庫 姫路市 イオン姫路リバーシティー店 079-231-2210 兵庫県姫路市飾磨区細江　５２０番地
兵庫 姫路市 イオン姫路大津店 079-239-9960 兵庫県姫路市大津区大津町２ー５
兵庫 姫路市 イオン姫路店 079-224-2121 兵庫県姫路市増位本町　２ー１２ー１０
兵庫 姫路市 ウエルシア　姫路大津店 079-237-0554 兵庫県姫路市大津区新町１ー１５
兵庫 姫路市 クスリキリン堂　姫路網干店 079-271-3255 兵庫県姫路市網干区坂上　２９ー１
兵庫 姫路市 クスリキリン堂　姫路野里店 079-226-7070 兵庫県姫路市西中島９番地
兵庫 姫路市 くすりのラブ　イオンタウン姫路別所店 079-290-9138 兵庫県姫路市別所町別所　２丁目６６
兵庫 姫路市 くすりのラブ　広峰店 079-223-3171 兵庫県姫路市城北新町２丁目　３９８ー６
兵庫 姫路市 コスモス薬品　恵美酒店 079-243-1031 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒　２１５－４
兵庫 姫路市 コスモス薬品　白浜店 079-247-1380 兵庫県姫路市白浜町宇佐崎中　１ー６８
兵庫 姫路市 ゴダイドラッグ　モルティひめじ店 079-286-5605 兵庫県姫路市南町５
兵庫 姫路市 ゴダイドラッグ　安富店 0790-64-8200 兵庫県姫路市安富町長野字整理　１４１
兵庫 姫路市 ゴダイドラッグ　宮上店 079-257-0055 兵庫県姫路市宮上町１丁目９０番
兵庫 姫路市 ゴダイドラッグ　御着店 079-251-3500 兵庫県姫路市御国野町国分寺　１６１ー１
兵庫 姫路市 ゴダイドラッグ　広畑店 079-230-4255 兵庫県姫路市広畑区小坂　２２ー２
兵庫 姫路市 ゴダイドラッグ　香寺店 079-265-1851 兵庫県姫路市香寺町香呂９３番
兵庫 姫路市 ゴダイドラッグ　今宿店 079-299-5277 兵庫県姫路市東今宿　３ー１３８７ー１



兵庫 姫路市 ゴダイドラッグ　城北新町店 0792-25-7055 兵庫県姫路市城北新町　２ー３９８ー１６
兵庫 姫路市 ゴダイドラッグ　新岡田店 079-299-2800 兵庫県姫路市岡田５３ー１
兵庫 姫路市 ゴダイドラッグ　青山店 079-267-3738 兵庫県姫路市青山４丁目２２ー７
兵庫 姫路市 ゴダイドラッグ　青山北店 079-267-5250 兵庫県姫路市青山　１丁目２２ー１５
兵庫 姫路市 ゴダイドラッグ　町田店 079-268-0155 兵庫県姫路市町田４ー１
兵庫 姫路市 ゴダイドラッグ　田寺東店 079-299-5665 兵庫県姫路市田寺７丁目　５ー６３
兵庫 姫路市 ゴダイドラッグ　東山店 079-240-1520 兵庫県姫路市東山２３５ー１
兵庫 姫路市 ゴダイドラッグ　夢前店 079-336-4033 兵庫県姫路市夢前町前之庄　１１４５ー１
兵庫 姫路市 ゴダイドラッグ　網干店 079-272-4388 兵庫県姫路市網干区垣内北町　１５９９
兵庫 姫路市 サンドラッグ姫路大津店 079-230-0092 兵庫県姫路市大津区西土井　井ノ元３７３ー３３
兵庫 姫路市 サンドラッグ姫路田寺店 079-299-5057 兵庫県姫路市田寺３丁目４７４
兵庫 姫路市 ジャパン　姫路土山店 079-292-4222 兵庫県姫路市土山３ー３ー２５
兵庫 姫路市 スーパーセンタートライアル姫路店 079-251-1222 兵庫県姫路市別所町小林　３４６番地
兵庫 姫路市 スーパードラッグひまわり　今宿店 079-299-5711 兵庫県姫路市神子岡前１丁目　９ー１９
兵庫 姫路市 スーパードラッグひまわり香寺店 079-280-6954 兵庫県姫路市香寺町中仁野　３０１ー１
兵庫 姫路市 スーパードラッグひまわり西今宿店 079-299-2038 兵庫県姫路市西今宿８丁目　６ー３８
兵庫 姫路市 スギドラッグ　飾磨中浜店 079-230-0304 兵庫県姫路市飾磨区中浜町　１ー２１
兵庫 姫路市 スギドラッグ　姫路御着店 079-240-9012 兵庫県姫路市御国野町御着　７５６番地
兵庫 姫路市 スギドラッグ　姫路野里店 079-226-8800 兵庫県姫路市野里１０６ー３
兵庫 姫路市 スギドラッグ　夢前台店 079-269-8307 兵庫県姫路市上手野３０９番地外　ハローズ上手野モール敷地内
兵庫 姫路市 スギ薬局　飾磨中島店 079-231-5232 兵庫県姫路市飾磨区中島　４８３番地
兵庫 姫路市 スギ薬局　姫路広畑店 079-230-1237 兵庫県姫路市広畑区北野町　１丁目１番地
兵庫 姫路市 スギ薬局　姫路飾磨店 079-243-0501 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒２３４
兵庫 姫路市 ダイレックスダイレックス姫路店 079-269-8626 兵庫県姫路市車崎１丁目１０番１
兵庫 姫路市 ディスカウントドラッグ　コスモス　野里店 079-226-2080 兵庫県姫路市野里１４７ー２
兵庫 姫路市 ディスカウントドラッグコスモス　西蒲田店 079-230-4180 兵庫県姫路市広畑区城山町　１４００ー８７
兵庫 姫路市 ディスカウントドラッグコスモス　砥堀店 079-263-9511 兵庫県姫路市砥堀１２２２ー１
兵庫 姫路市 ディスカウントドラッグコスモス　北原店 079-247-0020 兵庫県姫路市北原　５５３ー１
兵庫 姫路市 マツモトキヨシドラッグストア　花田店 079-253-4418 兵庫県姫路市花田町小川字東戸手　７５番地
兵庫 姫路市 マツモトキヨシドラッグストア　青山店 079-230-2610 兵庫県姫路市広畑区西蒲田　字上横田２
兵庫 姫路市 マツモトキヨシドラッグストア　網干店 079-271-2176 兵庫県姫路市余部区下余部中州　３８４ー１
兵庫 姫路市 ヤマダ電機　テックランド姫路店 0792-51-2620 兵庫県姫路市花田町上原田　字仁王田１６０ー１
兵庫 姫路市 ヤマダ電機　テックランド姫路本店 079-262-6247 兵庫県姫路市西延末字五反田　１２３ー１
兵庫 姫路市 山陽マルナカ　広畑店 079-230-3600 兵庫県姫路市広畑区吾妻町　３丁目２９ー２
兵庫 姫路市 西友　ＬＩＶＩＮ　姫路店Ｂ 079-295-0111 兵庫県姫路市神子岡前３丁目　１２ー１７
兵庫 福崎町 アルカドラッグ　福崎店 0790-22-1003 兵庫県神崎郡福崎町南田原　２９３８番
兵庫 福崎町 ディスカウントドラッグコスモス　福崎店 0790-24-5560 兵庫県神崎郡福崎町南田原　７６４ー１
兵庫 福崎町 マルシェ福崎店 0790-22-2511 兵庫県神崎郡福崎町西田原高詰　高詰１３９４
兵庫 福崎町 ライフコーポレーション　福崎店 0790-22-7731 兵庫県神崎郡福崎町西田原　１７０６



兵庫 兵庫区 スギドラッグ新開地店 078-595-9410
兵庫県神戸市兵庫区新開地６丁目　１番９号
コーポラティブハウス　神戸１　１階

兵庫 兵庫区 ダイエー　湊川店 078-531-1147 兵庫県神戸市兵庫区荒田町　２ー１８ー２０
兵庫 兵庫区 ヤマダ電機　テックランド神戸和田岬店 078-652-9091 兵庫県神戸市兵庫区吉田町　１ー２ー３５
兵庫 兵庫区 湊川くしや 078-511-5946 兵庫県神戸市兵庫区荒田町　２丁目１８ー２０　ダイエー湊川店１階
兵庫 宝塚市 ＤＣＭダイキ宝塚店 079-783-6200 兵庫県宝塚市安倉西４ー２ー４３
兵庫 宝塚市 ココカラファイン　宝塚山本店 0797-82-3399 兵庫県宝塚市山本丸橋　２ー１５ー５
兵庫 宝塚市 サンドラッグ宝塚光明町店 0797-76-5710 兵庫県宝塚市光明町８ー１７
兵庫 宝塚市 ジャパン　宝塚店 0797-86-9988 兵庫県宝塚市鶴の荘３ー６
兵庫 宝塚市 ダイエー　宝塚中山店 079-786-4711 兵庫県宝塚市売布東の町　２１ー２２
兵庫 宝塚市 ディスカウントドラッグコスモス　安倉北店 0797-85-3455 兵庫県宝塚市安倉北３丁目　８ー１０
兵庫 宝塚市 ドラッグストア　サ－バ　宝塚南店 0797-81-2983 兵庫県宝塚市安倉南　１ー２４ー１１
兵庫 宝塚市 ドラッグストアサーバ　宝塚東店 0797-82-1551 兵庫県宝塚市中筋７丁目４ー３３
兵庫 宝塚市 ホームセンターコーナン　ＪＲ中山寺駅前店 0797-82-1901 兵庫県宝塚市中筋５丁目　１０番２７号
兵庫 宝塚市 ヤマダ電機　テックランド宝塚店 079-783-6741 兵庫県宝塚市安倉西　２丁目１ー３３
兵庫 宝塚市 ライフォート　中山店 0797-87-6040 兵庫県宝塚市売布東の町　１５ー１１
兵庫 宝塚市 ライフォート　宝塚旭町店 0797-87-4151 兵庫県宝塚市旭町２ー７ー１８
兵庫 宝塚市 ロイヤルホームセンター　宝塚店 0797-76-5530 兵庫県宝塚市東洋町　１ー２４
兵庫 豊岡市 コープこうべ　デイズ豊岡 0796-23-5000 兵庫県豊岡市加広町７ー３２号
兵庫 豊岡市 ゴダイドラッグ　出石店 0796-53-1220 兵庫県豊岡市出石町町分　１２７ー１
兵庫 豊岡市 ゴダイドラッグ　日高店 0796-42-5578 兵庫県豊岡市日高町祢布１０１０
兵庫 豊岡市 ゴダイドラッグ　豊岡昭和町店 0796-26-8855 兵庫県豊岡市昭和町２１０ー１
兵庫 豊岡市 ゴダイドラッグ　豊岡店 0796-29-1856 兵庫県豊岡市野田１６４
兵庫 豊岡市 ゴダイ薬局　豊岡戸牧店 0796-29-0600 兵庫県豊岡市戸牧１０ー５
兵庫 豊岡市 さとう　豊岡店アイティ 0796-22-5731 兵庫県豊岡市大手町４番５号
兵庫 豊岡市 ジャパン　ニューファミリー豊岡店 0796-24-4848 兵庫県豊岡市三坂町１６０
兵庫 豊岡市 ドラッグストアａｓＢ　宮島店 0796-26-5151 兵庫県豊岡市宮島２７０
兵庫 豊岡市 マザーピア　豊岡店 0796-26-5222 兵庫県豊岡市中陰５５３番地
兵庫 北区 アルカドラッグ　八多店 078-950-1710 兵庫県神戸市北区八多町中　１１５０グリーンガーデン　モール北神戸ＳＣ内
兵庫 北区 アルカドラッグ　北町店 078-581-7588 兵庫県神戸市北区日の峰　２ー３ー３
兵庫 北区 イオン神戸北店 078-983-3573 兵庫県神戸市北区上津台　８ー１ー１
兵庫 北区 イオン藤原台店 078-982-4711 兵庫県神戸市北区藤原台中町　１ー２ー２
兵庫 北区 ウエルシア　神戸西山店 078-950-2870 兵庫県神戸市北区西山　１丁目１６番地１
兵庫 北区 ウエルシア　神戸大池店 078-582-0343 兵庫県神戸市北区山田町上谷上　字古々山３１ー１
兵庫 北区 ウエルシア　神戸鈴蘭台店 078-597-3501 兵庫県神戸市北区山田町　小部宇宮の前１ー１
兵庫 北区 コープこうべ　デイズ神戸北町 078-582-1900 兵庫県神戸市北区日の峰２ー７
兵庫 北区 コスモス薬品　鹿の子台店 078-950-3161 兵庫県神戸市北区鹿の子台南町　６丁目２０－３１
兵庫 北区 ドラッグストアマルゼン　泉台店 078-594-8592 兵庫県神戸市北区山田町　小部字峠谷２８ー１
兵庫 北区 ナフコ　ホームプラザナフコ鹿の子台店 078-950-3951 兵庫県神戸市北区鹿の子台北町　８ー３



兵庫 北区 ロイヤルホームセンター　北神戸店 078-950-2977 兵庫県神戸市北区八多町中　１３０ー１
兵庫 明石市 ＤＣＭダイキ魚住店 078-946-7710 兵庫県明石市魚住町長坂寺辻ヶ内　２８４
兵庫 明石市 アルカドラッグ　大久保店 078-938-1050 兵庫県明石市大久保町大窪　２６７７ー４
兵庫 明石市 アルカドラッグ　二見店 078-943-2811 兵庫県明石市二見町西二見　１４０５
兵庫 明石市 アルカドラッグ　明石店 078-919-1588 兵庫県明石市東仲ノ町５ー１８
兵庫 明石市 イオン土山店 078-942-0811 兵庫県明石市魚住町清水　２２０８ー１
兵庫 明石市 イオン明石店 078-934-2881 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通　３ー３ー１
兵庫 明石市 イトーヨーカドー　明石店 078-941-5111 兵庫県明石市二見町西二見駅前　１ー１８
兵庫 明石市 クスリキリン堂　明石森田店 078-938-1150 兵庫県明石市大久保町大久保町　５９７ー２４
兵庫 明石市 グルメシティ　西明石店 078-923-7771 兵庫県明石市西明石南町　１ー４ー１１
兵庫 明石市 ココカラファイン　明石硯町店 078-924-4335 兵庫県明石市硯町　３丁目１２番４０号
兵庫 明石市 コスモス薬品　東二見店 078-942-1511 兵庫県明石市二見町東二見　１１０５
兵庫 明石市 サンドラッグ明石南店 078-948-2327 兵庫県明石市魚住町中尾　５０８
兵庫 明石市 ディスカウントドラッグコスモス大久保店 078-937-0157 兵庫県明石市大久保町西脇２６２
兵庫 明石市 マツモトキヨシドラッグストア　鳥羽店 078-927-0885 兵庫県明石市小久保５丁目　７番地１２
兵庫 明石市 ライフォート　魚住店 078-948-3880 兵庫県明石市魚住町長坂寺　字ツヱ池９８９ー１
兵庫 養父市 ゴダイドラッグ　八鹿店 079-665-7080 兵庫県養父市八鹿町下網場字中野　３６７ー１
三重 いなべ市 イオン大安店 0594-88-0111 三重県いなべ市大安町高柳　１９４５
三重 いなべ市 スギ薬局　北勢店 0594-82-1020 三重県いなべ市北勢町阿下喜　３３２６番
三重 いなべ市 ドラッグセイムス　いなべ店 059-484-0033 三重県いなべ市員弁町大泉新田　字野溜４４ー１
三重 いなべ市 ヨシヅヤストアー　員弁店 0594-84-1811 三重県いなべ市員弁町石仏　１９０２ー２
三重 伊賀市 イオン伊賀上野店 0595-26-2222 三重県伊賀市上野茅町２５１９
三重 伊賀市 クスリのアオキ　平野東店 0595-41-2250 三重県伊賀市平野東町　１５０番地３
三重 伊賀市 ココカラファイン　緑ヶ丘店 0595-24-2073 三重県伊賀市緑ケ丘本町１６７６
三重 伊賀市 コメリ　上野店 0595-26-3310 三重県伊賀市小田町字瓜谷７２７
三重 伊賀市 ジョイシティ上野店 0595-22-1500 三重県伊賀市小田町２５６ー１
三重 伊賀市 スギ薬局　伊賀上野店 0595-26-6331 三重県伊賀市平野城北町９６番地
三重 伊賀市 ドラッグセイムス伊賀青山店 0595-53-0126 三重県伊賀市青山羽根　字下後瀬２００ー２
三重 伊勢市 イオン伊勢店 0596-26-1500 三重県伊勢市楠部町乙１６０ー２
三重 伊勢市 ココカラファイン　伊勢ララパーク店 0596-31-3955 三重県伊勢市小木町曽根　５３８番地
三重 伊勢市 ココカラファイン　神久店 0596-25-8865 三重県伊勢市神久四丁目４ー１７
三重 伊勢市 ジップドラッグ　ミタス伊勢店 0596-21-0677 三重県伊勢市船江１丁目　４７１ー１
三重 伊勢市 ジップドラッグ　神田久志本店 0596-20-7101 三重県伊勢市神田久志本町　１６３６
三重 伊勢市 ジップドラッグ　藤里店 0596-20-7088 三重県伊勢市藤里町字壱町の坪　６２８ー１
三重 伊勢市 スギドラッグ　藤里店 0596-20-6411 三重県伊勢市藤里町字六反田　６０４番地ベリー藤里店内
三重 伊勢市 スギ薬局　みその店 0596-20-1070 三重県伊勢市御薗町長屋２１３６
三重 伊勢市 スギ薬局　伊勢宮後店 0596-20-7171 三重県伊勢市宮後３丁目８番５６
三重 伊勢市 スギ薬局　伊勢小俣店 0596-20-8571 三重県伊勢市小俣町相合４４５
三重 伊勢市 スギ薬局　伊勢小木店 0596-31-1400 三重県伊勢市小木町４３１



三重 紀北町 ドラッグセイムス紀伊長島店 05974-7-5878 三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区　東長島１９６９ー１
三重 紀北町 ドラッグモリヤマ　海山店 0597-32-4000 三重県北牟婁郡紀北町海山区相賀　２７０ー１
三重 亀山市 クスリのアオキ　栄町店 0595-96-8228 三重県亀山市栄町萩野　１４８８番地２２３
三重 亀山市 スギドラッグ　東御幸店 0595-96-8212 三重県亀山市東御幸町４２番地１
三重 亀山市 スギ薬局　みずほ台店 0595-84-1517 三重県亀山市田村町字西谷２番
三重 亀山市 スギ薬局　亀山栄店 0595-84-3155 三重県亀山市栄町　１４８８番地の２１４
三重 玉城町 スギ薬局　玉城店 0596-58-8272 三重県度会郡玉城町勝田橋上　４７８２　スーパーグッディ内
三重 熊野市 ドラッグモリヤマ　イオン熊野店 0597-88-0033 三重県熊野市井戸町字井上　３５３ー１
三重 熊野市 ドラッグモリヤマ熊野有馬店 0597-88-2521 三重県熊野市有馬町松原５００９
三重 桑名市 Ｖ・ｄｒｕｇ　陽だまりの丘店 0594-33-1022 三重県桑名市播磨１５８４
三重 桑名市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　桑名中央店 059-427-3530 三重県桑名市大字大福字宮東　３２４ー１
三重 桑名市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　長島店 0594-41-1177 三重県桑名市長島町押付　５２９ー１２
三重 桑名市 アピタ　桑名店 0594-23-8111 三重県桑名市中央町　３丁目２１番地
三重 桑名市 イオン桑名店 0594-24-5555 三重県桑名市新西方　１丁目２２番地
三重 桑名市 クスリのアオキ　江場店 0594-41-2370 三重県桑名市大字江場　１３１６番地１
三重 桑名市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ桑名中央店 0594-27-2631 三重県桑名市中央町４ー３３
三重 桑名市 スギ薬局　桑名西別所店 0594-27-1085 三重県桑名市西別所中沢　８８１ー１
三重 桑名市 スギ薬局　桑名中央店 0594-27-1275 三重県桑名市矢田磧２０１番地７
三重 桑名市 スギ薬局　新七和店 0594-33-1120 三重県桑名市大仲新田４２４
三重 桑名市 スギ薬局　星川店 0594-33-2255 三重県桑名市星川字半之木７８５　サンシティ１階
三重 桑名市 スギ薬局　多度店 0594-49-3310 三重県桑名市多度町香取高割　３３８ー１
三重 桑名市 スギ薬局　大山田店 0594-27-1561 三重県桑名市新西方２ー１４
三重 桑名市 スギ薬局　長島店 0594-41-0300 三重県桑名市長島町松ケ島　字西島９５番
三重 桑名市 セイムスイオンタウン桑名新西方店 0594-27-7667 三重県桑名市新西方７丁目２２
三重 菰野町 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ菰野店 059-391-0101 三重県三重郡菰野町菰野　９７８番地１
三重 菰野町 スギ薬局　菰野店 059-391-0530 三重県三重郡菰野町宿野　字神明田３６１ー１
三重 御浜町 ドラッグモリヤマ　御浜店 05979-3-0123 三重県南牟婁郡御浜町阿田和　字字賀松６３２７ー１
三重 四日市市 ＤＣＭカーマ四日市泊店 059-349-5821 三重県四日市市泊小柳町４ー１１
三重 四日市市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　四日市桜花台店 059-325-3181 三重県四日市市桜町西別所　６６１７ー７
三重 四日市市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　四日市中川原店 059-350-3367 三重県四日市市中川原　三丁目５番７号
三重 四日市市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　四日市富田店 059-361-2001 三重県四日市市富田　二丁目７番３９号
三重 四日市市 Ｖ・ｄｒｕｇ中部薬品　日永店 059-349-2277 三重県四日市市日永　１丁目２番４７号
三重 四日市市 イオン四日市尾平店 059-330-0600 三重県四日市市尾平町字天王川原　１８０５番地
三重 四日市市 イオン四日市北店 059-361-6000 三重県四日市市富州原町　２２１ー２
三重 四日市市 イオン日永店 059-347-3553 三重県四日市市日永４ー２ー４１
三重 四日市市 クスリのアオキ　下さざらい店 059-340-8120 三重県四日市市下さざらい町　１２番１２号
三重 四日市市 クスリのアオキ　河原田店 059-340-6121 三重県四日市市河原田町　１４６８番地１
三重 四日市市 クスリのアオキ　四日市山城店 059-340-6622 三重県四日市市山城町　１００９番地
三重 四日市市 ココカラファイン　浜田店 059-357-1101 三重県四日市市十七軒町１４ー１



三重 四日市市 サンドラッグ四日市店 059-349-1230 三重県四日市市日永西　３ー５ー２８
三重 四日市市 スーパーセンタートライアル　四日市店 059-361-2223 三重県四日市市大字茂福　７７１番１
三重 四日市市 スギドラッグ　サンシ生桑店 059-334-8771 三重県四日市市生桑町字榎下　１６７番地１　スーパーサンシいくわ店内
三重 四日市市 スギドラッグ　四日市泊小柳店 059-340-3061 三重県四日市市泊小柳町　３番地２９号
三重 四日市市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ久保田店 059-350-2121 三重県四日市市久保田　１丁目６ー５６号
三重 四日市市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ坂部店 059-334-1281 三重県四日市市東坂部町字谷田　１５９６ー１
三重 四日市市 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ笹川店 059-322-8111 三重県四日市市西日野町字八幡　１５９５
三重 四日市市 スギ薬局　スギ薬局阿倉川店 059-330-6680 三重県四日市市羽津山町２ー５
三重 四日市市 スギ薬局　久保田店 059-350-2385 三重県四日市市久保田　１丁目４番３１号
三重 四日市市 スギ薬局　四日市日永店 059-349-1731 三重県四日市市日永　３丁目２番２５号
三重 四日市市 スギ薬局　四日市泊店 059-349-6626 三重県四日市市泊小柳町　４番地５号
三重 四日市市 スギ薬局　城西店 059-350-3361 三重県四日市市中川原　１丁目３ー２
三重 四日市市 スギ薬局　青葉店 059-350-8550 三重県四日市市青葉町　８００ー３５１
三重 四日市市 スギ薬局　富田店 059-361-0010 三重県四日市市下之宮町　３１３ー１
三重 四日市市 スギ薬局　末永店 059-330-6171 三重県四日市市末永町８番４０号
三重 四日市市 ディスカウントドラッグコスモス　東日野店 059-320-0555 三重県四日市市東日野町９８ー１
三重 四日市市 ディスカウントドラッグコスモス　末永店 059-334-8147 三重県四日市市野田　１丁目２番２４ー１
三重 志摩市 ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ　志摩店 0599-56-2800 三重県志摩市磯部町穴川字土橋　１１７５ー１
三重 志摩市 イオン阿児店 0599-43-9111 三重県志摩市阿児町鵜方３２１５
三重 志摩市 ウエルシア　志摩店 0599-84-2525 三重県志摩市志摩町布施田　１７０１ー１
三重 志摩市 ジップドラッグ　志摩店 0599-85-6870 三重県志摩市志摩町布施田　１０４９ー２９
三重 志摩市 ドラッグセイムス鵜方金谷店 0599-44-3005 三重県志摩市阿児町鵜方　金谷２９７１ー１
三重 松阪市 アピタ　松阪三雲店 0598-56-7988 三重県松阪市市場庄町　１２６６ー１
三重 松阪市 クスリのアオキ　垣鼻店 0598-20-8682 三重県松阪市垣鼻町　８０９番地２６
三重 松阪市 クスリのアオキ　松阪中央店 0598-30-6788 三重県松阪市中央町　５７４番地３
三重 松阪市 ココカラファイン　嬉野店 0598-48-1710 三重県松阪市嬉野中川町　８２８ー８
三重 松阪市 サンドラッグ松阪店 0598-50-5060 三重県松阪市高町字中道３３２　サントピア松阪店内
三重 松阪市 サンドラッグ大黒田店 0598-25-5717 三重県松阪市大黒田町５２８
三重 松阪市 ジップドラッグ　川井町店 0598-25-2301 三重県松阪市川井町７３４ー１
三重 松阪市 スーパーセンタートライアル松阪店 0598-50-1166 三重県松阪市東町５９番地６
三重 松阪市 スギドラッグ　垣鼻店 0598-25-2002 三重県松阪市垣鼻町４９１番地１　ぎゅーとらラブリー垣鼻店内
三重 松阪市 スギ薬局　アドバンスモール松阪店 0598-25-5666 三重県松阪市田村町２３５ー１
三重 松阪市 スギ薬局　スギ薬局嬉野店 0598-48-1100 三重県松阪市嬉野中川町６８０
三重 松阪市 スギ薬局　スギ薬局松阪中央店 0598-50-1372 三重県松阪市宮町字堂ノ後　１８０番地
三重 松阪市 スギ薬局　内五曲店 0598-25-3232 三重県松阪市内五曲町９０番地１
三重 松阪市 ディスカウントドラッグコスモス　郷津店 0598-50-4747 三重県松阪市郷津町　１８５
三重 松阪市 ドラッグセイムス　松阪船江店 0598-25-2007 三重県松阪市船江町字大門　５５４ー２
三重 松阪市 ドラッグセイムス大石店 0598-34-1380 三重県松阪市小片野町　字山際１２４３ー２
三重 松阪市 ドラッグセイムス梅村学園前店 0598-60-1317 三重県松阪市久保町１４５６ー４



三重 川越町 スギヤマ薬品　ドラッグスギヤマ川越店 059-361-2151 三重県三重郡川越町高松　２１番地１
三重 多気町 ジップドラッグ　多気相可店 0598-38-7115 三重県多気郡多気町相可　１０５５ー１
三重 多気町 ジップドラッグ　多気店 0598-38-8812 三重県多気郡多気町仁田　７５０番地
三重 大台町 ジップドラッグ　大台店 0598-84-0380 三重県多気郡大台町佐原６１０
三重 朝日町 オークワ　三重朝日インターＳＵＣ店 059-376-2032 三重県三重郡朝日町向陽台　３丁目２番１
三重 鳥羽市 ドラッグセイムス　鳥羽船津店 0599-37-7005 三重県鳥羽市船津町２２８
三重 津市 イオン久居店 059-255-1811 三重県津市久居明神町風早　２６６０　２Ｆ化粧品売場
三重 津市 イオン津店 059-226-3226 三重県津市桜橋３丁目４４６
三重 津市 オークワ　久居庄田店 059-255-7661 三重県津市庄田町２４４２ー１
三重 津市 オークワ　津高茶屋店 059-235-3331 三重県津市高茶屋小森町　字山中１３６６
三重 津市 クスリキリン堂　津高茶屋店 059-238-5051 三重県津市高茶屋小森上野町　１１５５
三重 津市 クスリのアオキ　久居店 059-253-5340 三重県津市久居野村町　８５５番地
三重 津市 クスリのアオキ　津河芸店 059-272-4456 三重県津市河芸町東千里　５４番地
三重 津市 ココカラファイン　一志店 059-295-1025 三重県津市一志町田尻　４７８
三重 津市 ココカラファイン　修成店 059-213-4311 三重県津市修成町　５ー５
三重 津市 ココカラファイン　渋見店 059-221-4145 三重県津市渋見町４１０ー１
三重 津市 ココカラファイン　城山店 059-254-0054 三重県津市久居小野辺町　１１３０ー７
三重 津市 ココカラファイン　西鷹跡店 059-254-3055 三重県津市久居西鷹跡町　３６４ー１
三重 津市 ココカラファイン　津新町店 059-229-2767 三重県津市博多町１３６ー１
三重 津市 ココカラファイン　津北店 059-236-5077 三重県津市一身田上津部田６８
三重 津市 ザ・ビッグエクストラ津河芸店 059-244-2300 三重県津市河芸町中別保　丸垣内１００番地
三重 津市 サンドラッグ久居店 059-254-1055 三重県津市戸木町７９０１ー１
三重 津市 ジップドラッグ　一身田店 059-236-1505 三重県津市一身田中野字小向　２３０番地７
三重 津市 ジップドラッグ　垂水薬局 059-222-1201 三重県津市津興字四ツ辻　２９００ー１
三重 津市 ジップドラッグ　千里薬局 059-244-2002 三重県津市河芸町西千里　２７５ー１
三重 津市 スーパーセンタートライアル　津藤方店 059-213-2051 三重県津市藤方５７１番地１
三重 津市 スギ薬局　スギドラッグ津高茶屋店 059-238-1717 三重県津市高茶屋小森町字竹縄　１４０
三重 津市 スギ薬局　スギドラッグ津神戸店 059-221-7300 三重県津市神戸字横田　２４３番地１
三重 津市 スギ薬局　スギ薬局藤方店 059-213-6951 三重県津市藤方字山ノ越　１９２０番地
三重 津市 スギ薬局　河芸店 059-244-2211 三重県津市河芸町東千里　字大橋２５５番地１
三重 津市 スギ薬局　久居インターガーデン店 059-254-5270 三重県津市久居明神町字風早　２５２２番
三重 津市 スギ薬局　久居新町店 059-254-3115 三重県津市久居新町２８６０番地
三重 津市 スギ薬局　芸濃店 059-266-1160 三重県津市芸濃町萩野字上田野　３３７４ー１０
三重 津市 スギ薬局　城山店 059-238-1545 三重県津市城山１丁目１６ー３１
三重 津市 スギ薬局　津新町店 059-221-2557 三重県津市新町１丁目　１０番２３号
三重 津市 スギ薬局　津白塚店 059-236-1105 三重県津市栗真小川町４４５番地　ＳＥＮＯＰＡＲＫ内
三重 津市 ディスカウントドラッグコスモス　中河原店 059-221-6502 三重県津市中河原２４７
三重 津市 ドラッグセイムス　一志店 059-295-3456 三重県津市一志町田尻　字川田６１２ー４
三重 津市 ドラッグセイムス　津藤方店 059-213-5959 三重県津市藤方　５９５ー１



三重 津市 ドラッグセイムス芸濃椋本店 059-265-5502 三重県津市芸濃町椋本　東豊久野２９５２
三重 津市 ドラッグモリヤマ　片田店 059-239-0123 三重県津市片田井戸町字東浦６
三重 東員町 イオン東員店 0594-75-0750 三重県員弁郡東員町長深字長田　６４３ー１
三重 尾鷲市 イオン尾鷲店 0597-22-9111 三重県尾鷲市中井浦池ノ端　１０５８ー１
三重 尾鷲市 ドラッグセイムス尾鷲栄店 0597-25-0135 三重県尾鷲市栄町４５１ー１
三重 尾鷲市 ドラッグセイムス尾鷲末広店 0597-25-0300 三重県尾鷲市末広町１０３７ー１
三重 名張市 アピタ　名張店 0595-68-9611 三重県名張市下比奈知字黒田　３１００番地の１
三重 名張市 イオン名張店 0595-63-5241 三重県名張市元町３７６
三重 名張市 ジップドラッグ　桔梗が丘店 0595-67-2020 三重県名張市桔梗が丘７番町　３街区１８１３ー８
三重 名張市 ジップドラッグ　名張店 0595-62-1161 三重県名張市蔵持町原出　１７４６番地
三重 名張市 スギ薬局　名張西店 0595-62-1071 三重県名張市瀬古口２２０ー３　名張ガーデンプラザ内
三重 名張市 ドラッグモリヤマ　名張店 0595-67-1555 三重県名張市蔵持町原出　２０２４番地
三重 名張市 ヤマダ電機　テックランド名張店 0595-62-7222 三重県名張市蔵持町原出１７７２
三重 明和町 イオン明和店 0596-55-6200 三重県多気郡明和町中村字長波賀　１２２３
三重 明和町 スギ薬局　明和店 0596-55-6101 三重県多気郡明和町中村　１２７１ー１　ブライトガーデン明和内
三重 鈴鹿市 アピタ　鈴鹿店 059-368-8911 三重県鈴鹿市南玉垣町３６２８
三重 鈴鹿市 イオン鈴鹿店 059-375-0777 三重県鈴鹿市庄野羽山４ー１ー２
三重 鈴鹿市 オークワ　鈴鹿店 059-369-3322 三重県鈴鹿市高岡町旭　２７０８番地
三重 鈴鹿市 クスリキリン堂　アクロス鈴鹿店 059-375-2281 三重県鈴鹿市庄野共進　２丁目７番１５号
三重 鈴鹿市 クスリキリン堂　鈴鹿中央店 059-381-0391 三重県鈴鹿市西條町３６２ー１
三重 鈴鹿市 クスリのアオキ　算所店 059-373-5615 三重県鈴鹿市算所　２丁目７番２０号
三重 鈴鹿市 クスリのアオキ　寺家店 059-373-5536 三重県鈴鹿市寺家　二丁目２１番１７号
三重 鈴鹿市 クスリのアオキ　鈴鹿住吉店 059-373-4461 三重県鈴鹿市住吉町　三丁目２０番１号
三重 鈴鹿市 ココカラファイン　伊船店 059-371-6190 三重県鈴鹿市伊船町字北下ノ割　２１７７ー１
三重 鈴鹿市 ココカラファイン　稲生店 059-380-5016 三重県鈴鹿市稲生町４丁目１ー１
三重 鈴鹿市 ココカラファイン　鈴鹿住吉店 059-375-5100 三重県鈴鹿市道伯町字市ノ縄　２５０５
三重 鈴鹿市 サンドラッグ鈴鹿店 059-380-6464 三重県鈴鹿市東旭が丘　２丁目１番３１号
三重 鈴鹿市 ジップドラッグ　鈴鹿ハンター店 059-379-5991 三重県鈴鹿市算所２丁目５番１号
三重 鈴鹿市 スーパーセンタートライアル玉垣店 059-382-5105 三重県鈴鹿市南玉垣町５２００
三重 鈴鹿市 スギ薬局　アクシス鈴鹿店 059-381-5011 三重県鈴鹿市北玉垣町　字中野８０１
三重 鈴鹿市 スギ薬局　スギ薬局西条店 059-381-0781 三重県鈴鹿市飯野寺家町柳原　８４３
三重 鈴鹿市 スギ薬局　白子店 059-380-5650 三重県鈴鹿市江島町　１９３番地１
三重 鈴鹿市 スギ薬局　鈴鹿中央通店 059-381-1050 三重県鈴鹿市三日市町９７６ー５
三重 鈴鹿市 ドラッグセイムス　平田店 059-375-1557 三重県鈴鹿市阿古曽町１４ー２８
和歌山 かつらぎ町 オークワ　かつらぎ店 0736-22-3600 和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野　８８１－１
和歌山 みなべ町 ココカラファイン　みなべ店 0739-72-1021 和歌山県日高郡みなべ町　東吉田１５５－３
和歌山 印南町 スーパードラッグキリン印南店 0738-42-1270 和歌山県日高郡印南町印南　２０９１ー１
和歌山 海南市 ＤＣＭダイキ海南店 073-484-2701 和歌山県海南市幡川九篠７７
和歌山 海南市 エバグリーン　海南店 073-485-1400 和歌山県海南市重根３５



和歌山 海南市 オークワＳＵＣ　海南店 073-483-5525 和歌山県海南市築地　１ー１
和歌山 海南市 ジップドラック東洋　下津店 073-493-3740 和歌山県海南市下津町上　１１８２－２
和歌山 岩出市 エバグリーン　岩出中迫店 0736-69-1800 和歌山県岩出市中迫１１８ー３
和歌山 岩出市 サンドラッグ岩出店 0736-69-5385 和歌山県岩出市今中１１９ー１
和歌山 岩出市 ジップドラッグ　岩出大町店 0736-69-5430 和歌山県岩出市大町　字大町後５８－１
和歌山 岩出市 ジップドラッグ東洋　岩出薬局 0736-69-2523 和歌山県岩出市野上野９８－３
和歌山 岩出市 スーパーエバグリーン　岩出高塚店 0736-67-3800 和歌山県岩出市高塚１８８ー１
和歌山 岩出市 ミレニアシティ　岩出ＳＣ店 0736-61-2000 和歌山県岩出市中迫字塚本１４７
和歌山 紀の川市 ＭＥＧＡドン・キホーテ　紀の川店 0736-77-7311 和歌山県紀の川市打田１３６３
和歌山 紀の川市 オークワ　貴志川店 0736-64-7778 和歌山県紀の川市貴志川町　神戸野手２０６－１
和歌山 紀の川市 オークワ　粉河店 0736-73-8200 和歌山県紀の川市粉河７６２
和歌山 紀の川市 ココカラファイン　貴志川店 0736-65-3460 和歌山県紀の川市貴志川町神戸　字野手　１９１－１
和歌山 紀の川市 ココカラファイン　桃山店 0736-88-0056 和歌山県紀の川市桃山町市場　４４６
和歌山 紀の川市 ココカラファイン粉河店 0736-73-6277 和歌山県紀の川市東野２０９番１
和歌山 紀の川市 サンドラッグ貴志川店 0736-65-2281 和歌山県紀の川市貴志川町神戸　２１８
和歌山 紀の川市 ジップドラッグ打田店 0736-78-1855 和歌山県紀の川市大字　西大井字乗塚４１１ー２
和歌山 紀の川市 ディスカウントドラッグコスモス　下井阪店 0736-69-2258 和歌山県紀の川市下井阪４５８
和歌山 紀の川市 ドラッグセイムス貴志川店 0736-65-1511 和歌山県紀の川市貴志川町長原　９８番地１
和歌山 橋本市 オークワＳＵＣ　橋本店 0736-32-5051 和歌山県橋本市妻１６６ー１
和歌山 橋本市 ココカラファイン　高野口店 0736-44-1336 和歌山県橋本市高野口町伏原字　飛田２５０番１
和歌山 橋本市 サンドラッグ橋本林間店 0736-38-3160 和歌山県橋本市三石台　１ー２ー１
和歌山 橋本市 ジップドラック東洋　隅田店 0736-39-0881 和歌山県橋本市隅田町垂井字露無　５番１
和歌山 串本町 オークワ　串本店 0735-62-0312 和歌山県東牟婁郡串本町串本　４０ー２２
和歌山 串本町 ドラッグセイムス串本桟橋店 0735-69-1567 和歌山県東牟婁郡串本町串本　１８７８
和歌山 御坊市 スーパードラッグキリン御坊店 0738-24-0075 和歌山県御坊市湯川町財部　１０５３ー１
和歌山 御坊市 ドラッグセイムス御坊国道店 0738-32-0117 和歌山県御坊市薗３８ー１
和歌山 御坊市 ロマンシティオークワ　御坊店 0738-32-3200 和歌山県御坊市湯川町財部１８１
和歌山 上富田町 スーパーセンターオークワ　上富田店 0739-47-6800 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来　１５４－１
和歌山 上富田町 スーパードラッグキリン上富田店 0739-34-2660 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来　５４１ー２
和歌山 上富田町 スーパードラッグキリン朝来店 0739-47-1511 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来　１３６５ー４
和歌山 新宮市 ＤＣＭダイキ新宮店 0735-21-1300 和歌山県新宮市下田２丁目　２番１８号
和歌山 新宮市 イオン新宮店 0735-28-3111 和歌山県新宮市橋本　２丁目１４ー２３
和歌山 新宮市 オークワ　新宮仲之町店 0735-21-2261 和歌山県新宮市谷王子町　４１８－１
和歌山 新宮市 スーパーセンターオークワ　南紀店 0735-31-3500 和歌山県新宮市佐野　３－１１－１９
和歌山 新宮市 ドラッグセイムス　新宮緑ヶ丘店 0735-28-5200 和歌山県新宮市緑ケ丘１丁目　１０番６３号
和歌山 田辺市 エバグリーン　田辺元町店 0739-81-3900 和歌山県田辺市上の山　２ー１７ー２２
和歌山 田辺市 オーシティ　田辺店 0739-24-0410 和歌山県田辺市東山１丁目５－１
和歌山 田辺市 ココカラファイン　文里店 0739-23-5850 和歌山県田辺市文里　１丁目６番１０号
和歌山 田辺市 スーパードラッグキリン田辺東山店 0739-34-2770 和歌山県田辺市東山　８１２ー４



和歌山 田辺市 スーパードラッグキリン田辺万呂店 0739-81-3366 和歌山県田辺市下万呂４１８番地
和歌山 田辺市 パビリオンシティ　田辺店 0739-26-3700 和歌山県田辺市稲成町字新江原　３１６５
和歌山 那智勝浦町 ドラッグセイムス　那智勝浦朝日店 0735-52-9599 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町朝日　１－２２１
和歌山 白浜町 スーパードラッグキリン白浜富田店 0739-33-7851 和歌山県西牟婁郡白浜町栄　５８７
和歌山 有田市 オークワ　箕島店 0737-83-6680 和歌山県有田市新堂　１０－３
和歌山 有田川町 エバグリーン　吉備店 0737-52-6767 和歌山県有田郡有田川町天満　５６３
和歌山 有田川町 スーパーセンターオークワ　有田川店 0737-52-8800 和歌山県有田郡有田川町天満　４０７－１番地
和歌山 和歌山市 ＭＥＧＡドン・キホーテ　和歌山次郎丸店 073-480-6611 和歌山県和歌山市次郎丸３８
和歌山 和歌山市 イオン和歌山店 073-456-2700 和歌山県和歌山市中字楠谷　５７３番地
和歌山 和歌山市 イズミヤスーパーセンター　紀伊川辺店 073-464-1238 和歌山県和歌山市川辺２２０番地
和歌山 和歌山市 イズミヤ和歌山店 073-427-0550 和歌山県和歌山市新生町　７番２０号
和歌山 和歌山市 エバグリーン　梶取店 073-480-4800 和歌山県和歌山市梶取１６２ー１
和歌山 和歌山市 エバグリーン　紀三井寺店 073-441-7400 和歌山県和歌山市布引７４３ー２
和歌山 和歌山市 エバグリーン　新中島店 073-473-4000 和歌山県和歌山市新中島１２４
和歌山 和歌山市 エバグリーン　和佐店 073-465-3930 和歌山県和歌山市和佐中　１０２ー１
和歌山 和歌山市 オークワ　セントラルシティ和歌山店 073-433-6085 和歌山県和歌山市小雑賀　８０５番地１
和歌山 和歌山市 オークワ　中ノ島店 073-427-0701 和歌山県和歌山市納定１０４
和歌山 和歌山市 くすり　オカぶらくり丁店 073-433-5508 和歌山県和歌山市中ノ店中ノ丁　１４
和歌山 和歌山市 ココカラファイン　イオンモール和歌山店 073-452-1055 和歌山県和歌山市中字楠谷　５７３番地　イオンモール２階
和歌山 和歌山市 ココカラファイン　神前店 073-475-4150 和歌山県和歌山市神前　５１０番地１
和歌山 和歌山市 ココカラファイン　西浜店 073-441-7071 和歌山県和歌山市関戸４丁目　３ー３
和歌山 和歌山市 ココカラファイン　大浦街道店 073-402-1455 和歌山県和歌山市砂山南４丁目　２－６
和歌山 和歌山市 ココカラファイン　鳴神店 073-475-9801 和歌山県和歌山市鳴神字砂子　１０２６－１
和歌山 和歌山市 ココカラファイン　和佐店 073-465-2750 和歌山県和歌山市井ノ口３１７
和歌山 和歌山市 サンドラッグ和歌山栄谷店 073-480-3920 和歌山県和歌山市栄谷　１番地ー１
和歌山 和歌山市 サンドラッグ和歌山神前店 073-476-5797 和歌山県和歌山市神前　１３８ー７
和歌山 和歌山市 ジップドラッグ　西庄店 073-480-5516 和歌山県和歌山市西庄字妙見　４０９番１
和歌山 和歌山市 ジップドラッグ　和歌山インター店 073-464-5281 和歌山県和歌山市田屋１３８番
和歌山 和歌山市 ジップドラッグ東洋　紀伊店 073-464-3980 和歌山県和歌山市弘西字渡瀬　７８６－１
和歌山 和歌山市 ジップドラッグ東洋　善明寺店 073-457-0820 和歌山県和歌山市善明寺　３０７－１
和歌山 和歌山市 ツルハドラッグ　和歌山塩屋店 073-446-8268 和歌山県和歌山市塩屋　１丁目１０９番地
和歌山 和歌山市 ツルハドラッグ　和歌山木の本店 073-480-2268 和歌山県和歌山市木の本　２６１ー８
和歌山 和歌山市 ドラッグセイムス西脇店 073-454-3232 和歌山県和歌山市西庄　３６６ー３
和歌山 和歌山市 ドラッグセイムス和歌山六十谷店 073-464-2080 和歌山県和歌山市六十谷　７４５ー１
和歌山 和歌山市 パームシテイオークワ　和歌山店 073-456-2000 和歌山県和歌山市中野３１－１
和歌山 和歌山市 メッサオークワ　高松店 073-427-0007 和歌山県和歌山市西高松　１－７－８８

（以上）


