
都道府県 市区町村 店名 電話番号 住所

大分 宇佐市 ＭｒＭａｘ　宇佐店 0978-34-9770 大分県宇佐市法鏡寺５００

大分 宇佐市 スーパーセンタートライアル宇佐店 0978-34-6266 大分県宇佐市大字法鏡寺１３３
大分 臼杵市 アレス　スーパーキッド　臼杵店 0972-64-6112 大分県臼杵市野田字唐木田２０９
大分 臼杵市 ホームインプルーブメントひろせ　スーパーコンボ　臼杵店 0972-64-7030 大分県臼杵市野田字唐木田町　１７６－１
大分 杵築市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス　杵築店 0978-66-4123 大分県杵築市大内字塩浜　４５３１－１
大分 杵築市 ナフコ　ホームプラザナフコ杵築店 0978-64-0261 大分県杵築市日野１６９０ー１
大分 玖珠町 ディスカウントドラッグコスモス　玖珠山田店 0973-73-9388 大分県玖珠郡玖珠町山田　１０ー１
大分 玖珠町 ホームインプルーブメントひろせ　ＨＩヒロセスーパーコンボ玖珠店 0973-72-5988 大分県玖珠郡玖珠町大字山田　字門出３２９ー１
大分 国東市 ディスカウントドラッグコスモス　大分空港店 0978-64-8107 大分県国東市武蔵町糸原上神手　４１２９ー１０
大分 佐伯市 ダイレックスダイレックス佐伯店 0972-20-5233 大分県佐伯市中の島２丁目　４番３号
大分 佐伯市 ディスカウントドラッグコスモス　佐伯常盤店 0972-20-4381 大分県佐伯市常盤東町７ー７
大分 佐伯市 ナフコ　ホームプラザナフコ佐伯店 0972-25-1401 大分県佐伯市西浜１ー２５
大分 佐伯市 ホームワイド　佐伯南店 0972-20-0666 大分県佐伯市池田字吉平新地　２１９４
大分 佐伯市 マミーズマーケット　アタックス佐伯店 0972-23-2361 大分県佐伯市鶴望字深町　２８３０－１
大分 大分市 ＪＲ九州ドラッグイレブン畑中店 097-514-9813 大分県大分市畑中９３５－１
大分 大分市 ＭｒＭＡＸ　Ｓｅｌｅｃｔ南大分店 097-545-7710 大分県大分市田中町１ー３組
大分 大分市 ＭｒＭＡＸ　西大分店 097-532-3200 大分県大分市大字生石　１４５ー４４
大分 大分市 アレス　スーパーキッド大分大在店 097-524-3880 大分県大分市汐見２－５１３
大分 大分市 イオンパークプレイス大分店 097-528-7500 大分県大分市公園通り西２丁目１
大分 大分市 イオン光吉店 097-568-5588 大分県大分市光吉８２５ー１
大分 大分市 イオン高城店 097-554-0200 大分県大分市高城西町　２８番１号
大分 大分市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス　森町店 097-503-6310 大分県大分市森町３－３
大分 大分市 コスモス薬品　王子港町店 097-513-3188 大分県大分市王子港町１ー３１
大分 大分市 コスモス薬品　下郡バイパス店 097-503-8070 大分県大分市片島３７８ー１
大分 大分市 コスモス薬品　光吉店 097-503-9506 大分県大分市光吉１１７３
大分 大分市 サンドラッグ羽屋店 097-573-6551 大分県大分市羽屋字浅見田　１２８ー１
大分 大分市 サンドラッグ鶴崎森店 097-586-6166 大分県大分市森字六反田６０５
大分 大分市 サンドラッグ東大道店 097-540-7188 大分県大分市東大道　１ー１２ー１４

【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。 



大分 大分市 サンドラッグ稙田店 097-586-1772 大分県大分市田尻４３０ー１
大分 大分市 スーパーセンタートライアル　下郡店 097-554-8806 大分県大分市下郡北　一丁目２番６０号
大分 大分市 スーパードラッグノザキ羽屋店 097-545-0800 大分県大分市大字羽屋字国政　２９ー４
大分 大分市 スーパードラッグノザキ寒田店 097-503-9010 大分県大分市大字寒田　１１５０ー５
大分 大分市 スーパードラッグノザキ春日店 097-573-7800 大分県大分市西春日町５９
大分 大分市 ダイレックスダイレックスわさだ店 097-548-7866 大分県大分市市１１８１番地
大分 大分市 ダイレックスダイレックス森店 097-527-3372 大分県大分市皆春　７５１ー１
大分 大分市 ダイレックスダイレックス大在店 097-524-3539 大分県大分市城原２４００
大分 大分市 ダイレックスダイレックス大分店 097-546-8200 大分県大分市羽屋１８－１
大分 大分市 ディスカウントドラッグコスモス　戸次店 097-586-7007 大分県大分市中戸次　５１１１ー５
大分 大分市 ディスカウントドラッグコスモス　城原店 097-524-2260 大分県大分市城原　１８１９ー１
大分 大分市 トキハインダストリー　南大分センター 097-544-1111 大分県大分市田中町９組
大分 大分市 ドン・キホーテ　ＤＰＩａｚａ大分店 097-513-5477 大分県大分市勢家町１１３７
大分 大分市 ドン・キホーテ　大分光吉店 097-557-0311 大分県大分市宮崎２５８番地
大分 大分市 ナフコ　ホームプラザナフコ鶴崎店 097-503-7581 大分県大分市三佐２９００ー１
大分 大分市 ホームインプルーブメントひろせ　ＨＩヒロセスーパーコンボ元町店 097-513-8555 大分県大分市大字大分　４８８７番地
大分 大分市 ホームインプルーブメントひろせ　ＨＩヒロセ春日浦店 097-514-3600 大分県大分市王子北町５－２
大分 大分市 ホームインプルーブメントひろせ　ＨＩヒロセ萩原店 097-556-8333 大分県大分市萩原１－３５０
大分 大分市 ホームインプルーブメントひろせ　スーパーコンボ明野店 097-527-2216 大分県大分市大字猪野　１６１７ー１
大分 大分市 ホームワイド　宮崎店 097-568-7435 大分県大分市宮崎字シテノ下　９２５
大分 大分市 ホームワイド　高城店 097-551-8751 大分県大分市新栄町２７１－１
大分 大分市 ホームワイドプラス賀来店 097-586-5771 大分県大分市賀来井ノ口６０１
大分 大分市 メガセンタートライアルわさだ店 097-588-8350 大分県大分市上宗方６５８－６

大分 大分市 ヤマダ電機　テックランド大分わさだ本店 097-588-8886
大分県大分市稙田新都心
中央土地区画整理事業区域内　１６街区

大分 大分市 ヤマダ電機　テックランド大分皆春店 097-524-0660 大分県大分市皆春１５０３番地
大分 大分市 ワイドマート　ドラッグ＆フード新町店 097-535-1677 大分県大分市新町２３番地
大分 竹田市 ホームワイド　竹田店 0974-63-0030 大分県竹田市拝田原字六反７２９
大分 中津市 イオン三光店 0979-26-8300 大分県中津市三光佐知　１０３２－３
大分 中津市 イズミ　ゆめタウン中津店 0979-23-6000 大分県中津市島田１３４－１
大分 中津市 コスモス薬品　中津中央店 0979-25-2677 大分県中津市中殿町３丁目　１－３
大分 中津市 コスモス薬品　中津田尻店 0979-26-9013 大分県中津市田尻１１８６ー１
大分 中津市 スーパーセンタートライアル中津店 0979-26-1188 大分県中津市大字下池永字熊本　１５３番地１
大分 中津市 ドラッグストアモリ中津北店 0979-64-8182 大分県中津市大字蛎瀬　８３２ー１
大分 中津市 ヤマダ電機　九州テックランド中津店 0979-85-0717 大分県中津市大新田字４番通　１７４番地１
大分 日出町 ＤＳマツモトキヨシ日出店 0977-28-1919 大分県速見郡日出町　３２４４ー１
大分 日出町 コスモス薬品　スーバードラッグコスモス日出店 0977-28-0333 大分県速見郡日出町３４４５－１
大分 日出町 コスモス薬品　日出駅前店 0977-28-0131 大分県速見郡日出町川崎　８４５ー１
大分 日出町 ダイレックスダイレックス日出店 0977-72-9823 大分県速見郡日出町１５６０－１



大分 日田市 イオン日田店 0973-24-6131 大分県日田市南元町１４ー２２
大分 日田市 スーパーセンタートライアル日田店 0973-25-6355 大分県日田市北友田　３－２５３０－１
大分 日田市 ダイレックスダイレックス日田店 0973-22-8952 大分県日田市十二町３３６
大分 日田市 ディスカウントドラッグコスモス　玉川店 0973-25-6477 大分県日田市十二町７９２ー５
大分 日田市 ディスカウントドラッグコスモス　日田若宮店 0973-27-6464 大分県日田市竹田　４１７ー４
大分 日田市 ドラッグストアモリ日田友田店 0973-22-7712 大分県日田市友田萩鶴８０６－１
大分 別府市 イズミ　ゆめタウン別府店 0977-26-3333 大分県別府市楠町３２８－７
大分 別府市 コスモス薬品　コスモス薬品　大畑店 0977-73-9177 大分県別府市大畑１０組
大分 別府市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス　荘園店 0977-73-7890 大分県別府市荘園６組ー１
大分 別府市 コスモス薬品　天満店 0977-73-8733 大分県別府市天満町１５－１５
大分 別府市 スーパーセンタートライアル別府店 0977-27-1166 大分県別府市竹の内１２組
大分 別府市 スーパードラッグノザキ流川通店 0977-27-3966 大分県別府市中島町２４１５ー１
大分 別府市 ドラッグストアモリ上野口店 0977-23-6066 大分県別府市上野口町２番７号
大分 別府市 ドラッグストアモリ鶴見店 0977-75-6468 大分県別府市鶴見２６１２ー１
大分 別府市 ホームインプルーブメントひろせ　ＨＩヒロセ別府店 0977-25-9012 大分県別府市餅ケ浜町６－２３
大分 豊後高田市 スーパーセンタートライアル　豊後高田店 0978-23-0170 大分県豊後高田市新町２７１０
大分 豊後大野市 スーパーセンタートライアル三重店 0974-26-4233 大分県豊後大野市三重町赤嶺　９９２
大分 豊後大野市 ホームインプルーブメントひろせ　ＨＩヒロセ三重店 0974-22-4166 大分県豊後大野市三重町赤嶺　１５１８
大分 由布市 ディスカウントドラッグコスモス　鬼崎店 097-586-3563 大分県由布市挾間町鬼崎　１８２ー１
大分 由布市 ホームワイド　挾間店 097-586-3077 大分県由布市挾間町北方７１－１
沖縄 うるま市 ＭＥＧＡドン・キホーテ　うるま店 098-982-6911 沖縄県うるま市塩屋浜原　５０２ー１
沖縄 うるま市 サンエー　石川ショッピングタウン 098-964-5000 沖縄県うるま市石川赤崎　２ー１ー１
沖縄 うるま市 サンエー　与勝シティ店 098-978-8888 沖縄県うるま市勝連南風原　５１１１
沖縄 うるま市 サンエー具志川メインシティ店 098-974-8778 沖縄県うるま市江洲４５０ー１
沖縄 うるま市 ドラッグストアモリ安慶名店 098-923-0843 沖縄県うるま市字安慶名　２１１番地３
沖縄 うるま市 ヤマダ電機　テックランド具志川店 098-982-6000 沖縄県うるま市前原　１６７－１－１
沖縄 浦添市 グッドラッグ　伊祖店 098-870-1707 沖縄県浦添市伊祖　２－２１－１－１０１
沖縄 浦添市 サンエー経塚シティ店 098-871-3333 沖縄県浦添市経塚６５２番地
沖縄 沖縄市 くすりのミドリ　ミドリ薬局　美里店 098-929-3356 沖縄県沖縄市東２丁目２６番１号

沖縄 沖縄市 マツモトキヨシＤストアマツモトキヨシ中の町店 098-930-3700
沖縄県沖縄市胡屋２－１－５６
サンエー中の町タウン３階

沖縄 沖縄市 中村化粧品店 098-937-2513 沖縄県沖縄市中央１－８－９
沖縄 宜野湾市 ＪＲ九州ドラッグイレブン宜野湾店 098-896-0333 沖縄県宜野湾市赤道２－３－２
沖縄 宜野湾市 サンエー宜野湾コンベンションシティ 098-897-3330 沖縄県宜野湾市字宇地泊　５５８番地１０
沖縄 宜野湾市 ドン・キホーテ　ＭＥＧＡドン・キホーテ宜野湾店 098-942-9911 沖縄県宜野湾市大山　７ー７ー１２
沖縄 久米島町 ドラッグストアモリ比嘉店 098-996-5368 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉　９５番地の１
沖縄 宮古島市 サンエー　ショッピングタウン宮古衣料館 0980-74-3322 沖縄県宮古島市平良西里４６３
沖縄 宮古島市 ドン・キホーテ　ドン・キホーテ宮古島店 0980-75-3011 沖縄県宮古島市平良西里１２８３
沖縄 宮古島市 ふく薬品　ふく薬品　みやこ店 0980-74-3137 沖縄県宮古島市平良松原６３１



沖縄 糸満市 サンエーしおざきシティ店 098-840-3333 沖縄県糸満市潮崎町　２丁目２番地
沖縄 西原町 サンエー西原シティ店 098-946-6670 沖縄県中頭郡西原町嘉手苅　１１７ー２
沖縄 那覇市 ＪＲ九州ドラッグイレブン新都心おもろまち店 098-941-8455 沖縄県那覇市おもろまち　３－５－２２
沖縄 那覇市 イオン那覇店 098-852-1515 沖縄県那覇市金城５－１０－２
沖縄 那覇市 サンエー那覇メインプレイス店 098-951-3300 沖縄県那覇市おもろまち　４ー４ー９
沖縄 那覇市 ドン・キホーテ　ドン・キホーテ国際通り店 098-951-2311 沖縄県那覇市松尾２ー８ー１９
沖縄 那覇市 ふく薬品　おろく店 098-859-2299 沖縄県那覇市高良　３－２－２８
沖縄 那覇市 大賀薬局　グリーンドラッグ首里店 098-885-5638 沖縄県那覇市首里汀良町　３ー１１１ー７
沖縄 那覇市 薬マツモトキヨシ　きょうはら店 098-857-3328 沖縄県那覇市鏡原町　３５ー２４
沖縄 南風原町 イオン南風原店 098-888-2269 沖縄県島尻郡南風原町宮平２６４
沖縄 南風原町 サンエー津嘉山シティ店 098-882-7755 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山　１４７１ー２
沖縄 南風原町 ふく薬品　つかざん店 098-835-6500 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山　１６９７
沖縄 豊見城市 サンエー　豊見城ウイングシティ店 098-850-5100 沖縄県豊見城市高安２６１ー１
沖縄 豊見城市 ヤマダ電機　テックランド豊見城店 098-840-5950 沖縄県豊見城市豊崎　１－８６８番地
沖縄 北谷町 イオン北谷店 098-982-7575 沖縄県中頭郡北谷町美浜８－３
沖縄 北谷町 サンエー　ハンビータウン店 098-936-9100 沖縄県中頭郡北谷町北前　１丁目２ー３ー５

沖縄 北中城村 イオンライカム店 098-983-8888
沖縄県中頭郡北中城村　アワセ土地区画整理
事業区域内４街区

沖縄 名護市 イオン名護店 0980-54-8000 沖縄県名護市名護見取川原　４４７２
鹿児島 いちき串木野市 ドラッグストアマツモトキヨシ　串木野駅前店 0996-33-6624 鹿児島県いちき串木野市曙町　１２７
鹿児島 いちき串木野市 ニシムタ　ニシムタ串木野店　食鮮館 0996-29-3885 鹿児島県いちき串木野市東塩田町　１番地
鹿児島 阿久根市 ＪＲ九州ドラッグイレブン阿久根店 0996-64-6277 鹿児島県阿久根市波留５３５０
鹿児島 阿久根市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス阿久根店 0996-72-5154 鹿児島県阿久根市赤瀬川塚本　１２７９－１
鹿児島 阿久根市 マキオ　ＡＺあくね店 0996-72-2500 鹿児島県阿久根市赤瀬川２２１０
鹿児島 姶良市 イオン姶良店 0995-67-8400 鹿児島県姶良市西餠田　２６４ー１
鹿児島 姶良市 ダイレックスダイレックス加治木店 0995-63-9101 鹿児島県姶良市加治木町木田　２０２９－１
鹿児島 姶良市 ドラッグストアモリ姶良店 0995-65-8005 鹿児島県姶良市平松　２９９９－４
鹿児島 姶良市 ドラッグストアモリ加治木店 0995-63-0581 鹿児島県姶良市加治木町反土　１４６０番地１
鹿児島 姶良市 ドラッグセイムス蒲生店 0995-54-3838 鹿児島県姶良市蒲生町下久徳　７３３－１
鹿児島 姶良市 ナフコ　ホームプラザナフコ姶良店 0995-64-5335 鹿児島県姶良市中津野７８３ー１
鹿児島 姶良市 ニシムタ　ニシムタ　姶良店 0995-66-5811 鹿児島県姶良市脇元字橋ノ口８
鹿児島 伊佐市 ドラッグストアモリ　ドラッグモリ大口店 0995-22-8108 鹿児島県伊佐市大口里７０８番地
鹿児島 奄美市 イオンプラザ大島店 0997-53-4100 鹿児島県奄美市名瀬小浜町　２３ー１
鹿児島 奄美市 ドラッグストアマツモトキヨシ　塩浜店 0997-57-6155 鹿児島県奄美市名瀬塩浜町　４ー１３
鹿児島 奄美市 ミドリ薬品平田店 0997-57-7701 鹿児島県奄美市名瀬真名津町　１６ー１
鹿児島 屋久島町 ドラッグストアモリ屋久島店 0997-43-5505 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田　８２６番地３４
鹿児島 肝付町 ナフコ　ホームプラザナフコ鹿屋店 0994-31-5121 鹿児島県肝属郡肝付町富山８４０
鹿児島 錦江町 コスモ２１　大根占店 0994-28-3922 鹿児島県肝属郡錦江町城元　１１０１－１
鹿児島 薩摩川内市 ダイレックスダイレックス隈之城店 0996-25-5711 鹿児島県薩摩川内市勝目町　４１２０番地



鹿児島 薩摩川内市 ダイレックスダイレックス川内店 0996-20-8030 鹿児島県薩摩川内市原田町　２６－２７
鹿児島 薩摩川内市 ドラッグストアモリ川内宮内店 0996-24-0133 鹿児島県薩摩川内市宮内町　２２６５番地
鹿児島 薩摩川内市 ニシムタ　スーパーセンターニシムタ上川内店 0996-20-7722 鹿児島県薩摩川内市御陵下町字　公佛３２６６
鹿児島 薩摩川内市 ヤマダ電機　テックランド薩摩川内店 0996-22-7707 鹿児島県薩摩川内市山之口町　４５１５－１
鹿児島 志布志市 サンドラッグ　西志布志店 0994-71-1666 鹿児島県志布志市志布志町安楽　１００－１
鹿児島 志布志市 ダイレックスダイレックスしぶしアピア店 099-472-7101 鹿児島県志布志市志布志町志布志　３ー２４ー１
鹿児島 指宿市 スーパーセンターニシムタ　指宿店 0993-25-2991 鹿児島県指宿市十二町　４０８８
鹿児島 指宿市 ドラッグストアマツモトキヨシ　指宿店 0993-27-9955 鹿児島県指宿市西方１４９１ー１
鹿児島 指宿市 ナフコ　ホームプラザナフコ指宿店 0993-22-5601 鹿児島県指宿市西方１６３９ー１
鹿児島 鹿屋市 アレス　スーパーキッド　鹿屋札元店 0994-52-0636 鹿児島県鹿屋市札元　２－３６７４－５
鹿児島 鹿屋市 アレス　スーパーキッド鹿屋西原店 0994-52-0770 鹿児島県鹿屋市西原　４－１０７６９－１
鹿児島 鹿屋市 コスモ２１　鹿屋寿店 0994-42-6620 鹿児島県鹿屋市寿８－５６０－１
鹿児島 鹿屋市 コスモス薬品　笠之原店 0994-40-7188 鹿児島県鹿屋市笠之原町８３８
鹿児島 鹿屋市 コスモス薬品　新鹿屋寿店 0994-42-7051 鹿児島県鹿屋市寿４丁目　３ー４
鹿児島 鹿屋市 サンドラッグ　寿店 0994-40-9222 鹿児島県鹿屋市寿　７丁目４９４－１
鹿児島 鹿屋市 ダイレックスダイレックス白崎店 0994-40-5120 鹿児島県鹿屋市白崎町３番２７号
鹿児島 鹿屋市 ドラッグストアモリ鹿屋札元店 0994-45-7312 鹿児島県鹿屋市札元　１丁目６番４０号
鹿児島 鹿屋市 ドラッグストアモリ鹿屋寿店 0994-42-2730 鹿児島県鹿屋市寿　４丁目７２２番地１
鹿児島 鹿屋市 ドラッグストアモリ鹿屋川西店 0994-43-6886 鹿児島県鹿屋市川西町　４４５３ー１
鹿児島 鹿屋市 ニシムタ　スーパーセンターニシムタ鹿屋店 0994-41-8111 鹿児島県鹿屋市大浦町　１４００３－１
鹿児島 鹿児島市 ＪＲ九州ドラッグイレブンたわわタウン谷山店 099-210-1171 鹿児島県鹿児島市西谷山　１ー５ー６
鹿児島 鹿児島市 イオン鹿児島鴨池店 099-257-4833 鹿児島県鹿児島市鴨池　２－２６－３０
鹿児島 鹿児島市 イオン鹿児島中央店 099-206-4711 鹿児島県鹿児島市中央町１０
鹿児島 鹿児島市 イオン鹿児島店 099-263-1800 鹿児島県鹿児島市東開町７
鹿児島 鹿児島市 コクミン　コクミンドラッグ天文館店 099-219-5932 鹿児島県鹿児島市千日町４－５　ホンダビル１Ｆ
鹿児島 鹿児島市 コスモ２１　Ｄセイムス唐湊店 099-214-3855 鹿児島県鹿児島市唐湊　４丁目１７－５
鹿児島 鹿児島市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス下福元店 099-284-6219 鹿児島県鹿児島市光山　２ー３ー４７
鹿児島 鹿児島市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス東開店 099-263-6157 鹿児島県鹿児島市東開町　５－１０
鹿児島 鹿児島市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス東郡元店 099-214-2723 鹿児島県鹿児島市東郡元町　１１－１
鹿児島 鹿児島市 サンドラッグ　プラム天文館店 099-216-3457 鹿児島県鹿児島市東千石町　１４－１
鹿児島 鹿児島市 サンドラッグ　新栄店 099-213-5223 鹿児島県鹿児島市新栄町９番１号
鹿児島 鹿児島市 タイヨー　サンキュー和田店 099-269-3925 鹿児島県鹿児島市和田１ー３ー７
鹿児島 鹿児島市 ダイレックスダイレックス吉野店 099-295-7311 鹿児島県鹿児島市川上町　１９５９－２４
鹿児島 鹿児島市 ダイレックスダイレックス鹿児島店 099-201-1480 鹿児島県鹿児島市山田町字上野　３６１
鹿児島 鹿児島市 ダイレックスダイレックス上福元店 099-210-2255 鹿児島県鹿児島市上福元町　５８６０－１
鹿児島 鹿児島市 ディスカウントドラッグコスモス　下伊敷店 099-218-4311 鹿児島県鹿児島市下伊敷　１丁目５２ー１
鹿児島 鹿児島市 ドラッグストアマツモトキヨシ　花棚店 099-295-8820 鹿児島県鹿児島市川上町　５７０ー１
鹿児島 鹿児島市 ドラッグストアマツモトキヨシ　坂之上店 099-261-2533 鹿児島鹿児島市光山　２ー２ー２６
鹿児島 鹿児島市 ドラッグストアマツモトキヨシ　西陵店 099-283-3360 鹿児島県鹿児島市西陵５丁目　１２ー１



鹿児島 鹿児島市 ドラッグストアマツモトキヨシ　中山店 099-266-5228 鹿児島県鹿児島市中山　２ー４４ー１
鹿児島 鹿児島市 ドラッグストアモリ吉野店 099-243-7588 鹿児島県鹿児島市吉野町２０８１
鹿児島 鹿児島市 ドラッグセイムス鹿児島和田店 099-263-3764 鹿児島県鹿児島市和田　１－４４－１
鹿児島 鹿児島市 ドン・キホーテ　鹿児島天文館店 099-219-4311 鹿児島県鹿児島市山之口町　１２番１５ー２号
鹿児島 鹿児島市 ナフコ　ホームプラザナフコ谷山店 099-284-2971 鹿児島県鹿児島市下福元町　６７２３ー２
鹿児島 鹿児島市 ニシムタ　スーパーセンターニシムタ谷山店 099-268-1500 鹿児島県鹿児島市卸本町５－３５
鹿児島 鹿児島市 ニシムタ　スカイマーケット鴨池店 099-230-7555 鹿児島県鹿児島市真砂本町　５１ー１
鹿児島 鹿児島市 ニシムタ　伊敷ニュータウン店 099-220-5111 鹿児島県鹿児島市伊敷町　１３０４－３０２
鹿児島 鹿児島市 ニシムタ吉野店 099-295-7366 鹿児島県鹿児島市吉野　２丁目４０番１４号
鹿児島 鹿児島市 ニシムタ与次郎店　食鮮館 099-250-2500 鹿児島県鹿児島市与次郎　１ー１０ー１
鹿児島 鹿児島市 マツモトキヨシＤＳマツモトキヨシピュアタウン武岡店 099-282-8166 鹿児島県鹿児島市武岡　１丁目１１５番５号
鹿児島 鹿児島市 メガセンタートライアル　東開店 099-268-6661 鹿児島県鹿児島市東開町　３番地１６
鹿児島 鹿児島市 ヤマダ電機　テックランド鹿児島北店 099-813-0636 鹿児島県鹿児島市原良町　１－２－２
鹿児島 出水市 ダイレックスダイレックス出水店 0996-63-4150 鹿児島県出水市向江町７９１番地
鹿児島 出水市 ディスカウントドラッグコスモス　出水黄金店 0996-63-7200 鹿児島県出水市黄金町　４８３ー１
鹿児島 出水市 ディスカウントドラッグコスモス　出水野田店 0996-64-9191 鹿児島県出水市野田町上名　４９６
鹿児島 出水市 ニシムタ　スーパーセンター出水店 0996-67-5511 鹿児島県出水市六月田町３３０
鹿児島 垂水市 くすりの宮田 0994-32-0234 鹿児島県垂水市本町６１
鹿児島 垂水市 ドラッグストアモリ垂水店 0994-32-0330 鹿児島県垂水市潮彩町　２丁目１－５
鹿児島 西之表市 ディスカウントドラッグコスモス　西之表店 0997-23-5177 鹿児島県西之表市西之表　１６０６５ー８
鹿児島 西之表市 ドラッグストアモリ西之表店 0997-23-3266 鹿児島県西之表市西之表松原口　１６３８８番地１
鹿児島 西之表市 ミドリ薬品　ドラッグストア　マツモトキヨシコスモタウン種子島店 0997-23-5557 鹿児島県西之表市西之表字田代　１０４４０ー１
鹿児島 曽於市 スーパーセンターニシムタ　岩川店 0994-71-2400 鹿児島県曽於市大隅町月野　２４５５番
鹿児島 中種子町 ドラッグストアマツモトキヨシ　中種子店 0997-24-2100 鹿児島県熊毛郡中種子町野間　５１２２ー４２
鹿児島 中種子町 ドラッグストアモリ中種子店 0997-27-3366 鹿児島県熊毛郡中種子町野間　１６４９５番地１１
鹿児島 徳之島町 ドラッグストアモリ亀津店 0997-82-0303 鹿児島県大島郡徳之島町亀津　４９２７
鹿児島 南さつま市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス加世田店 0993-52-1164 鹿児島県南さつま市加世田東本町　４－１３
鹿児島 南さつま市 ニシムタ　加世田店 0993-53-3949 鹿児島県南さつま市加世田地頭所　字玉川７２３－１
鹿児島 南九州市 ＪＲ九州ドラッグイレブン知覧店 0993-58-7707 鹿児島県南九州市知覧町郡　５１７４－３
鹿児島 南九州市 マキオ　ＡＺかわなべ店 0993-58-3200 鹿児島県南九州市川辺町永田　１５５１
鹿児島 南種子町 柳田薬品 0997-26-0041 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上　２２１０－１
鹿児島 日置市 ＪＲ九州ドラッグイレブン伊集院店 099-272-2855 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉　９８
鹿児島 日置市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス伊集院店 099-272-0433 鹿児島県日置市伊集院町徳重　１１０
鹿児島 日置市 タイヘイ吹上店 099-296-6300 鹿児島県日置市吹上町湯之浦　１５３４番地１
鹿児島 日置市 ニシムタ　スーパーセンターニシムタ伊集院店 099-273-8700 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉　８０２番
鹿児島 日置市 ニシムタ　ニシムタ中川店 099-245-8755 鹿児島県日置市伊集院町中川　田子山１１３６－１
鹿児島 枕崎市 コスモ２１　枕崎店 0993-73-5688 鹿児島県枕崎市平田町１８０
鹿児島 枕崎市 ニシムタ　ニシムタ枕崎店 0993-73-2800 鹿児島県枕崎市中央町４００番地
鹿児島 霧島市 ＪＲ九州ドラッグイレブン姫城店 0995-44-7525 鹿児島県霧島市隼人町姫城　３－２０８



鹿児島 霧島市 イオン隼人国分店 0995-43-8100 鹿児島県霧島市隼人町見次　１２２９
鹿児島 霧島市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス松木店 0995-48-6035 鹿児島県霧島市国分松木　５９９－２
鹿児島 霧島市 サンドラッグ　国分店 0995-49-6011 鹿児島県霧島市国分中央　１ー２７ー７
鹿児島 霧島市 タイヨー　サンキュー隼人店 0995-43-8882 鹿児島県霧島市隼人町見次　５４５
鹿児島 霧島市 ドラッグストアモリ剣之宇都店 0995-73-5858 鹿児島県霧島市国分剣之宇都町　２２番地
鹿児島 霧島市 マキオ　ＡＺはやと店 0995-56-5200 鹿児島県霧島市隼人町真孝　３６７７番地
鹿児島 湧水町 セイムス湧水栗野店 0995-54-1388 鹿児島県姶良郡湧水町北方　９１７－１
鹿児島 湧水町 ダイレックスダイレックス栗野店 0995-54-1711 鹿児島県姶良郡湧水町米永　３９１－１
鹿児島 和泊町 ドラッグストアモリ和泊店 0997-84-3316 鹿児島県大島郡和泊町和泊１４８
熊本 阿蘇市 ダイレックスダイレックス阿蘇店 0967-23-6888 熊本県阿蘇市内牧１０６５－１
熊本 阿蘇市 ホームワイド　阿蘇店 0967-34-1665 熊本県阿蘇市蔵原字向田　８３２－１
熊本 芦北町 ロッキー　ロッキーディスカウント　芦北店 0966-82-4051 熊本県葦北郡芦北町芦北字　西割南２２７６
熊本 宇城市 ＪＲ九州ドラッグイレブン松橋店 0964-46-1040 熊本県宇城市松橋町きらら１丁目　１０番２号
熊本 宇城市 ＭｒＭａｘ　松橋店 0964-32-4111 熊本県宇城市松橋町豊福　１６８３－１
熊本 宇城市 イオンモール宇城 0964-34-6161 熊本県宇城市小川町河江１－１
熊本 宇城市 コスモス薬品　宇城店 0964-32-7750 熊本県宇城市松橋町松橋　１９７－１
熊本 宇城市 ダイレックスダイレックス松橋店 0964-25-2380 熊本県宇城市松橋町松橋　２９
熊本 宇城市 ディスカウントドラッグコスモス　松橋店 0964-25-2077 熊本県宇城市松橋町曲野　１１８ー１
熊本 宇城市 ドラッグストアモリ松橋店 0964-27-4344 熊本県宇城市松橋町松橋　７７６番地１
熊本 宇城市 ホームインプルーブメントひろせ　ＨＩヒロセ松橋店 0964-32-4822 熊本県宇城市松橋町曲野字長谷川　３３８８－２
熊本 宇土市 アレス　スーパーキッド　宇土店 0964-24-1835 熊本県宇土市段原町２０－１
熊本 宇土市 サンドラッグ宇土店 0964-24-5161 熊本県宇土市善道寺町９５
熊本 宇土市 スーパーセンタートライアル　宇土店 0964-24-5188 熊本県宇土市善導寺町綾織　２２－１
熊本 宇土市 ディスカウントドラッグコスモス　宇土駅店 0964-23-5535 熊本県宇土市城之浦町　７１ー８
熊本 宇土市 ロッキー　ロッキーホームセンター宇土店 0964-23-2362 熊本県宇土市松山町１８５４－１
熊本 益城町 アレス　スーパーキッド益城店 096-286-0027 熊本県上益城郡益城町木山　４０９－４
熊本 嘉島町 イオンモール熊本店 096-237-5022 熊本県上益城郡嘉島町上島字長池　２２３２
熊本 嘉島町 ホームインプルーブメントひろせ　ＨＩヒロセ嘉島店 096-237-2500 熊本県上益城郡嘉島町鯰字皆根　１７９２－１
熊本 菊池市 コスモ２１　Ｄセイムス泗水店 0968-23-8680 熊本県菊池市泗水町豊水３３３６
熊本 菊池市 ディスカウントドラッグコスモス　西寺店 0968-23-6121 熊本県菊池市西寺１４６０ー１
熊本 菊池市 ドラッグストアモリ菊池店 0968-25-3399 熊本県菊池市大琳寺字下原　３０－１
熊本 菊陽町 ＭＥＧＡドン・キホーテ　菊陽店 096-233-4811 熊本県菊池郡菊陽町津久礼　２６５５ー１
熊本 菊陽町 アレス　スーパーキッド菊陽店 096-292-3511 熊本県菊池郡菊陽町津久礼　２２４５
熊本 菊陽町 イオン菊陽店 096-232-4111 熊本県菊池郡菊陽町津久礼　２４７２
熊本 菊陽町 イズミ　ゆめタウン　光の森店 096-233-2211 熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目　３３ー１
熊本 菊陽町 ダイレックスダイレックス菊陽店 096-232-5550 熊本県菊池郡菊陽町津久礼　２１９８
熊本 菊陽町 ホームインプルーブメントひろせ　Ｈｉヒロセ　スーパーコンボ菊陽店 096-340-2020 熊本県菊池郡菊陽町津久礼　２６５５番地１
熊本 菊陽町 マミーズマーケット　アタックス菊陽店 096-249-3488 熊本県菊池郡菊陽町向陽台　１番１号
熊本 菊陽町 ロッキースーパーストア　新地店 096-215-8182 熊本県菊池郡菊陽町花立　３－７－１



熊本 玉名市 ＤＣＭダイキ天水店 0968-71-5035 熊本県玉名市天水町部田見　２２６５－１
熊本 玉名市 アレス　スーパーキッド玉名店 0968-76-7101 熊本県玉名市築地３４９
熊本 玉名市 コスモ２１　伊倉店 0968-71-0139 熊本県玉名市片諏訪字堀田　２６４－１
熊本 玉名市 コスモ２１　築地店 0968-76-7008 熊本県玉名市築地字大坪２０５
熊本 玉名市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス六田店 0968-71-0822 熊本県玉名市六田１３－４
熊本 玉名市 コスモス薬品　玉名大倉店 0968-72-7760 熊本県玉名市寺田１６－１
熊本 玉名市 ダイレックスダイレックス玉名店 0968-71-1718 熊本県玉名市築地３０１
熊本 玉名市 ディスカウントドラッグコスモス　岱明店 0968-69-5123 熊本県玉名市岱明町庄山　７３０
熊本 玉名市 ナフコ　ホームプラザナフコ玉名店 0968-76-7051 熊本県玉名市築地７８９ー１
熊本 玉名市 ミドリ薬品　ドラッグストアマツモトキヨシ玉名店 0968-76-8066 熊本県玉名市中１６８６ー３
熊本 玉名市 ロッキー　ロッキーホームセンター玉名店 0968-74-3122 熊本県玉名市大倉１５８２
熊本 錦町 ＤＣＭダイキサンロード店 0966-38-3266 熊本県球磨郡錦町西字中の迫　８２４－５
熊本 錦町 イオン錦店 0966-28-6380 熊本県球磨郡錦町西字打越　７２５－１
熊本 錦町 ダイレックスダイレックス錦町店 0966-34-5800 熊本県球磨郡錦町西３６０３
熊本 御船町 コスモス薬品　御船店 096-282-4553 熊本県上益城郡御船町辺田見　１５３－１
熊本 御船町 ドラッグストアモリ御船店 096-282-4664 熊本県上益城郡御船町辺田見　２２１番地１
熊本 甲佐町 ロッキースーパーストア　甲佐店 096-235-1003 熊本県上益城郡甲佐町仁田子　４６１
熊本 甲佐町 西本真生堂サエラ店 096-234-2495 熊本県上益城郡甲佐町岩下６１
熊本 荒尾市 ＤＣＭダイキ荒尾店 0968-69-3535 熊本県荒尾市緑ヶ丘　１－１－１
熊本 荒尾市 アレス　スーパーキッド荒尾店 0968-64-8484 熊本県荒尾市荒尾４４４２－１１
熊本 荒尾市 イズミ　ゆめタウンあらお店 0968-66-1525 熊本県荒尾市緑ヶ丘１－１－１
熊本 荒尾市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモスグリーンランド店 0968-64-7550 熊本県荒尾市宮内１０５７－２０
熊本 荒尾市 ディスカウントドラッグコスモス　原万田店 0968-69-1170 熊本県荒尾市原万田　８１０ー１
熊本 荒尾市 ディスカウントドラッグコスモス　川登店 0968-65-6388 熊本県荒尾市川登１９２５ー１
熊本 荒尾市 マツモトキヨシロックタウン荒尾店 0968-62-3461 熊本県荒尾市原万田字八反田　６３０ー１
熊本 高森町 桐原薬局　アスカ店 0967-62-2855 熊本県阿蘇郡高森町高森　１９７８－２
熊本 合志市 アレス　スーパーキッド菊南店 096-341-4300 熊本県合志市須屋峠　１８２１－１１
熊本 合志市 ダイレックスダイレックス熊本北店 096-248-3901 熊本県合志市幾久富　１６５６－３３
熊本 合志市 ディスカウントドラッグコスモス　武蔵野台店 096-348-6111 熊本県合志市幾久富　１９０９ー５２
熊本 合志市 下川薬局　シモカワみずき台店 096-242-5431 熊本県合志市須屋字みずき台　３５４７
熊本 山鹿市 ＭｒＭａｘ　山鹿店 0968-43-8800 熊本県山鹿市方保田字鳥越　３４６２－１
熊本 山鹿市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス山鹿店 0968-42-8788 熊本県山鹿市鹿校通　２－４３７－１
熊本 山鹿市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス鹿本店 0968-34-0311 熊本県山鹿市鹿本町御宇田水洗　６６１
熊本 山鹿市 サンドラッグ東山鹿店 0968-32-0750 熊本県山鹿市古閑１００６ー５
熊本 山鹿市 ロッキー　ロッキーホームセンター鹿本店 0968-46-5500 熊本県山鹿市鹿本町中富字福島　５２
熊本 小国町 ダイレックスダイレックス小国店 0967-46-5541 熊本県阿蘇郡小国町宮原２３０８
熊本 上天草市 ディスカウントドラッグコスモス　大矢野店 0964-26-5560 熊本県上天草市大矢野町上　１４８４ー１
熊本 人吉市 アレス　スーパーキッド人吉店 0966-28-3825 熊本県人吉市瓦屋町１８４３
熊本 人吉市 コスモ２１　人吉店 0966-26-3421 熊本県人吉市鬼木町芦原　７５０－１



熊本 人吉市 ダイレックスダイレックス人吉店 0966-22-7551 熊本県人吉市下林町２５１
熊本 人吉市 ナフコ　ホームプラザナフコ人吉店 0966-24-2730 熊本県人吉市上薩摩瀬町　１４５８ー１
熊本 水俣市 ロッキー　ロッキースーパーストア水俣古賀店 0966-68-9361 熊本県水俣市古賀町２－２－２６
熊本 水俣市 生活協同組合くまもと 0966-63-2121 熊本県水俣市古賀町１ー１ー１
熊本 西区 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス花園店 096-325-9660 熊本県熊本市西区花園　５－３－１１
熊本 西区 コスモス薬品　島崎西店 096-312-5322 熊本県熊本市西区島崎　５丁目２ー１４
熊本 西区 セガミメディクスドラッグセガミ熊本城山店 096-319-4775 熊本県熊本市西区城山下代　２－６－１５
熊本 西区 ダイレックスダイレックス田崎店 096-319-3801 熊本県熊本市西区野中　２－９－１１
熊本 西区 ホームインプルーブメントひろせ　ＨＩヒロセ田崎市場通り店 096-326-9177 熊本県熊本市西区上代　１ー５５７
熊本 西区 ヤマダ電機　テックランドＮＥＷ熊本春日店 096-355-8666 熊本県熊本市西区春日　７－２５－３０
熊本 西区 華山　西部ショッピングセンター薬品部 096-329-0811 熊本県熊本市西区城山半田　２番２５号
熊本 西区 新生堂薬局　ドラッグ新生堂田崎店 096-211-8033 熊本県熊本市西区春日　７丁目２８番１０号
熊本 多良木町 オサダ　エビスヤ 0966-42-6021 熊本県球磨郡多良木町多良木　２８４８
熊本 多良木町 ドラッグストアモリ多良木店 0966-42-7008 熊本県球磨郡多良木町多良木　４３７７－１
熊本 大津町 ホームインプルーブメントひろせ　スーパーコンボ大津店 096-292-1580 熊本県菊池郡大津町室　東迫尻６８３－１
熊本 大津町 新生堂薬局　大津店 096-294-6222 熊本県菊池郡大津町大字大津　１２１１－１
熊本 中央区 ＤＣＭダイキ本山店 096-371-3333 熊本県熊本市中央区本山町　１４３ー１
熊本 中央区 イオン熊本中央店 096-366-2121 熊本県熊本市中央区大江　４丁目　２番１号
熊本 中央区 イズミ　ゆめタウン大江店 096-211-5500 熊本県熊本市中央区大江　３丁目２番４０号
熊本 中央区 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス東海学園前店 096-366-4711 熊本県熊本市中央区渡鹿　８－２１－２０
熊本 中央区 サンドラッグ南熊本店 096-375-8566 熊本県熊本市中央区南熊本　３ー５ー１
熊本 中央区 セガミメディクスドラッグセガミグランパレッタ熊本店 096-363-1022 熊本県熊本市中央区大江　４ー２ー６５
熊本 中央区 ディスカウントドラッグコスモス　島崎店 096-319-3181 熊本県熊本市中央区島崎　１丁目８ー２５
熊本 中央区 ナフコ　ホームプラザナフコ江津店 096-363-7250 熊本県熊本市中央区江津　２丁目３７番４７号
熊本 中央区 ホームインプルーブメントひろせ　ＨＩヒロセ渡鹿店 096-372-7411 熊本県熊本市中央区渡鹿　１－１８－１
熊本 中央区 ロッキー　ロッキードラッグ　水前寺店 096-213-0831 熊本県熊本市中央区水前寺　２－４－１５
熊本 中央区 新生堂薬局　ドラッグ新生堂　国府店 096-375-0502 熊本県熊本市中央区国府本町　８番５号
熊本 長洲町 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス長洲店 0968-65-7110 熊本県玉名郡長洲町長洲２６２１
熊本 長洲町 ロッキー　ロッキーホームセンター長洲店 0968-78-0311 熊本県玉名郡長洲町長洲字上外濱　２９１７
熊本 天草市 ＴＡＩＹＯ　リンドマール店 0969-23-1234 熊本県天草市船之尾町　２７９ー６
熊本 天草市 ＴＡＩＹＯ　本渡店 0969-22-6111 熊本県天草市丸尾町　６ー３５
熊本 天草市 イオン天草店 0969-27-6767 熊本県天草市亀場町食場後山下　７４０
熊本 天草市 ディスカウントドラッグコスモス　天草食場店 0969-27-5121 熊本県天草市亀場町食場９４７
熊本 天草市 ナフコ　ホームプラザナフコ本渡店 0969-27-6111 熊本県天草市本渡町本戸馬場　３１３０ー４
熊本 天草市 ロッキー　ロッキーディスカウント　牛深店 0969-74-7101 熊本県天草市久玉町５７１２
熊本 天草市 ロッキー　ロッキードラッグ　本渡店 0969-25-1144 熊本県天草市亀場町食場字中友尻　９６８－１
熊本 天草市 ロッキーディスカウント　佐伊津店 0969-24-4401 熊本県天草市佐伊津町字野屋敷　７６０－１
熊本 東区 ＤＣＭダイキ東バイパス店 096-213-3535 熊本県熊本市東区御領　２ー４３９ー４
熊本 東区 ＤＣＭダイキ東町店 096-365-1811 熊本県熊本市東区東町　２ー１ー１５



熊本 東区 アレス　スーパーキッド　小峯店 096-331-1811 熊本県熊本市東区小峯　２－５－５６
熊本 東区 イズミ　ゆめタウンサンピアン 096-380-1125 熊本県熊本市東区上南部　２－２－２
熊本 東区 コスモス薬品　長嶺店 096-386-5181 熊本県熊本市東区長嶺南　１－２－１
熊本 東区 サンドラッグさくらの森店 096-331-8221 熊本県熊本市東区桜木　６ー６ー１
熊本 東区 サンドラッグ託麻店 096-349-0085 熊本県熊本市東区小山　２ー１３ー６１
熊本 東区 ダイレックスダイレックス熊本東野 096-360-3334 熊本県熊本市東区東野　４ー２ー１
熊本 東区 ディスカウントドラッグコスモス　戸島西店 096-331-0190 熊本県熊本市東区戸島西　１丁目５ー１８
熊本 東区 ドラッグストアモリ戸島店 096-360-6671 熊本県熊本市東区戸島西　１－２９－３
熊本 東区 マミーズマーケット　アタックス戸島店 096-331-7791 熊本県熊本市東区戸島町　２－３２５８
熊本 東区 ワイドマートＤ＆Ｆ月出店 096-365-2181 熊本県熊本市東区月出　５ー３
熊本 東区 下川薬局　シモカワ東町店 096-214-0567 熊本県熊本市東区東町　４ー２ー５２
熊本 東区 新生堂薬局　ドラッグ新生堂　尾ノ上店 096-340-0310 熊本県熊本市東区尾ノ上　２丁目３－２８
熊本 東区 同仁堂　ドラッグストアアットハーズ新外店 096-360-0811 熊本県熊本市東区新外　２ー６ー６
熊本 南区 アレス　スーパーキッド南高江店 096-357-9600 熊本県熊本市南区南高江　２－１２－３５
熊本 南区 イズミ　ゆめタウンはません 096-370-5740 熊本県熊本市南区田井島　１－２－１
熊本 南区 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス城南店 096-458-2080 熊本県熊本市南区城南町阿高　３１２ー２
熊本 南区 ディスカウントドラッグコスモス　馬渡店 096-334-6377 熊本県熊本市南区馬渡　１丁目１１ー１
熊本 南区 ナフコ　ホームプラザナフコ城南店 0964-46-6071 熊本県熊本市南区城南町東阿高　１４８５
熊本 南区 ロッキー　ロッキードラッグ　川尻店 096-358-4711 熊本県熊本市南区八幡　７－９－５－５
熊本 南小国町 ドラッグストアモリ小国店 0967-48-6680 熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場　字檜皮原　１２８２－１
熊本 八代市 アレス　スーパーキッド古閑中町店 0965-30-8555 熊本県八代市古閑中町　１２１２ー１
熊本 八代市 アレス　スーパーキッド八代高田店 0965-31-7007 熊本県八代市高下西町字中溝　１７４３
熊本 八代市 イオン八代店 0965-35-0111 熊本県八代市沖町６番割　３９８７－３
熊本 八代市 コスモ２１　Ｄセイムス八代店 0965-34-7637 熊本県八代市新町１－１４
熊本 八代市 コスモス薬品　鏡店 0965-30-1040 熊本県八代市千丁町太牟田　２２９０－２３
熊本 八代市 スーパーセンタートライアル　八代店 0965-31-1118 熊本県八代市新開町　３ー１５
熊本 八代市 ダイレックスダイレックス海士江店 0965-39-4600 熊本県八代市海士江町２６９４
熊本 八代市 ディスカウントドラッグコスモス　古閑中店 0965-30-7022 熊本県八代市古閑中町　９４０ー１
熊本 八代市 ドラッグストアモリ　八代沖町店 0965-31-0239 熊本県八代市沖町３６９２－２
熊本 八代市 ドラッグストアモリ鏡店 0965-52-5870 熊本県八代市鏡町下村　１５２７－１
熊本 八代市 ドラッグストアモリ八代中北店 0965-62-8739 熊本県八代市中北町　３１１２番地１
熊本 八代市 ナフコ　ホームプラザナフコ東八代店 0965-34-2420 熊本県八代市海士江町　２７５３ー２
熊本 氷川町 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス竜北店 0965-46-8711 熊本県八代郡氷川町網道　２８２－１
熊本 北区 ＤＣＭダイキ北部店 096-345-2311 熊本県熊本市北区飛田　３－６－５０
熊本 北区 コスモ２１　Ｄセイムス麻生田店 096-348-7810 熊本県熊本市北区麻生田　２丁目１４－１７
熊本 北区 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス植木店 096-273-3376 熊本県熊本市北区植木町舞尾　５４５－１
熊本 北区 ダイレックスダイレックス高平店 096-341-6300 熊本県熊本市北区高平　３－１４－４０
熊本 北区 ダイレックスダイレックス室園店 096-345-8711 熊本県熊本市北区室園町　１番１８号
熊本 北区 ディスカウントドラッグコスモス　清水亀井店 096-341-2888 熊本県熊本市清水亀井町　２０ー１４



熊本 北区 ディスカウントドラッグコスモス　武蔵ケ丘店 096-348-1330 熊本県熊本市北区武蔵ケ丘　６丁目４ー３
熊本 北区 ナフコ　ホームプラザナフコ北熊本店 096-352-1231 熊本県熊本市北区大窪　１ー１ー１７
熊本 北区 ホームインプルーブメントひろせ　ＨＩヒロセ飛田店 096-346-1022 熊本県熊本市北区飛田町字前田　４２９－１
熊本 北区 ロッキー　ロッキードラッグ植木店 096-272-1122 熊本県熊本市北区植木町植木　１３３ー１
熊本 和水町 コスモ２１　菊水店 0968-71-8122 熊本県玉名郡和水町江田　３８９３－１
佐賀 みやき町 ＭｒＭａｘ　北茂安店 0942-89-1550 佐賀県三養基郡みやき町大字白壁　２２２８
佐賀 みやき町 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス北茂安店 0942-89-9822 佐賀県三養基郡みやき町白壁　１０２３－１
佐賀 みやき町 スーパーセンタートライアル　三養基店 0942-89-6633 佐賀県三養基郡みやき町大字白壁　５９３２
佐賀 みやき町 ドラッグストアモリ　ドラッグモリ中原店 0942-94-5100 佐賀県三養基郡みやき町簑原　８６０番地
佐賀 伊万里市 スーパーセンタートライアル　伊万里店 0955-20-0010 佐賀県伊万里市二里町大里甲　２４５５－１
佐賀 伊万里市 ドラッグストアモリ伊万里店 0955-23-4580 佐賀県伊万里市ニ里町八谷搦　１８９－１
佐賀 伊万里市 ナフコ　ホームプラザナフコ伊万里店 0955-23-8057 佐賀県伊万里市二里町大里乙　３５６２
佐賀 伊万里市 ミスターマックス　Ｍｒ．Ｍａｘ伊万里店 0955-23-0011 佐賀県伊万里市二里町大里甲　１８３２番１
佐賀 基山町 コスモス薬品　基山店 0942-81-7080 佐賀県三養基郡基山町長野　９９５－１
佐賀 基山町 ドラッグストアモリ基山店 0942-92-4191 佐賀県三養基郡基山町大字長野　１０５１番地１
佐賀 江北町 イオン江北店 0952-86-5511 佐賀県杵島郡江北町大字山口　字三本松２－１２２３
佐賀 江北町 ホームワイド　江北店 0952-71-6035 佐賀県杵島郡江北町大字佐留志　字二本松２００１
佐賀 佐賀市 ＭｒＭａｘ　モラージュ佐賀ＭｒＭａｘ佐賀店 0952-41-6300 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島　７５０番地
佐賀 佐賀市 イオン佐賀大和店 0952-62-7128 佐賀県佐賀市大和町尼寺３５３５
佐賀 佐賀市 イズミ　ゆめタウン佐賀店 0952-33-3100 佐賀県佐賀市兵庫北５丁目　１４ー１
佐賀 佐賀市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス川副店 0952-34-9521 佐賀県佐賀市川副町大字南里　字一本松３０４
佐賀 佐賀市 コスモス薬品　開成店 0952-36-9700 佐賀県佐賀市開成６丁目７－１
佐賀 佐賀市 コスモス薬品　巨勢店 0952-27-7488 佐賀県佐賀市巨勢町牛島　３５６－１
佐賀 佐賀市 コスモス薬品　佐賀末広店 0952-27-1012 佐賀県佐賀市末広　２ー９ー１１
佐賀 佐賀市 コスモス薬品　天祐店 0952-41-7575 佐賀県佐賀市天祐１－５－１０
佐賀 佐賀市 スーパーセンター佐賀店 0952-34-9100 佐賀県佐賀市東与賀町下古賀　字一本杉８７－１
佐賀 佐賀市 ダイレックスダイレックス兵庫店 0952-25-7721 佐賀県佐賀市兵庫南　３－３４
佐賀 佐賀市 ディスカウントドラッグコスモス　諸富店 0952-34-8122 佐賀県佐賀市諸富町山領　１１３５ー１
佐賀 佐賀市 ドラッグストアモリ愛敬店 0952-26-5665 佐賀県佐賀市愛敬町２９２－１
佐賀 佐賀市 ドラッグストアモリ高木瀬店 0952-33-6257 佐賀県佐賀市高木瀬西　４－１６４６
佐賀 佐賀市 ドラッグストアモリ神園店 0952-37-5680 佐賀県佐賀市神園　６丁目２番２３号
佐賀 佐賀市 ドラッグストアモリ東与賀店 0952-45-8180 佐賀県佐賀市東与賀町下古賀　１６８－１
佐賀 佐賀市 ドラッグストアモリ南佐賀店 0952-22-5280 佐賀県佐賀市南佐賀２丁目　１７８番地５
佐賀 佐賀市 ドラッグストアモリ本庄店 0952-37-9360 佐賀県佐賀市本庄町大字　１２６８ー１
佐賀 佐賀市 ドン・キホーテ　佐賀店 0952-32-9111 佐賀県佐賀市新中町６－１１
佐賀 佐賀市 ナフコ　ホームプラザナフコ南佐賀店 0952-34-7811 佐賀県佐賀市川副町大字南里　７２３ー１
佐賀 佐賀市 ホームワイド佐賀大和店 0952-64-8520 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺　字壱本松２９５３－１
佐賀 佐賀市 ヤマダ電機　テックランド佐賀南部バイパス店 0952-27-8666 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄　２５３－３
佐賀 鹿島市 ダイレックスダイレックス鹿島店 0954-69-7337 佐賀県鹿島市大字納富分藤津甲　５３－１



佐賀 鹿島市 ディスカウントドラッグコスモス　井手店 0954-69-5677 佐賀県鹿島市井手　８１４ー１
佐賀 鹿島市 ドラッグストアモリ鹿島店 0954-62-3030 佐賀県鹿島市大字中村　２０６６番地１４
佐賀 鹿島市 ナフコ　ホームプラザナフコ鹿島店 0954-63-1177 佐賀県鹿島市森１６ー１
佐賀 小城市 ドラッグストアモリ小城畑田店 0952-72-8430 佐賀県小城市小城町畑田　２６２６－８
佐賀 上峰町 イオン上峰店 0952-53-0801 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所　１５５１ー１
佐賀 上峰町 スーパーセンタートライアル　上峰店 0952-55-6868 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所　字七本谷１５８１－２
佐賀 上峰町 ドラッグストアモリ上峰店 0952-52-7823 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所　２４９５番地７
佐賀 神埼市 ドラッグストアモリ千代田店 0952-44-3680 佐賀県神埼市千代田町下板　２０３－１
佐賀 多久市 フードウェイスーパーセンター　多久店 0952-75-5500 佐賀県多久市北多久町大字小侍　４５６番地
佐賀 鳥栖市 コスモス薬品　鳥栖今泉店 0942-81-1715 佐賀県鳥栖市今泉町字堂の前　２２６０番１
佐賀 鳥栖市 ディスカウントドラッグコスモス　新鳥栖駅店 0942-87-1301 佐賀県鳥栖市原古賀町　３９８ー１
佐賀 鳥栖市 ディスカウントドラッグコスモス　養父店 0942-87-5550 佐賀県鳥栖市養父町４７９
佐賀 鳥栖市 ナフコ　ホームプラザナフコ鳥栖店 0942-84-4891 佐賀県鳥栖市真木町１７１２ー１

佐賀 鳥栖市 薬ヒグチ　鳥栖店 0942-83-8788
佐賀県鳥栖市本鳥栖町下鳥栖　５３７－１
ジョイフルタウン鳥栖　１Ｆ

佐賀 唐津市 あさひ薬局　あさひ薬局浜玉店 0955-56-3110 佐賀県唐津市浜玉町横田下高虹　３５
佐賀 唐津市 イオン唐津店 0955-77-4506 佐賀県唐津市鏡字立神４６７１
佐賀 唐津市 コスモス薬品　唐津鏡店 0955-77-6501 佐賀県唐津市鏡３０８８番地
佐賀 唐津市 スーパーセンタートライアル　唐津中原店 0955-77-6677 佐賀県唐津市原１４２１
佐賀 唐津市 ディスカウントドラッグコスモス　佐志店 0955-65-8355 佐賀県唐津市八幡町５２３
佐賀 唐津市 ナフコ　ホームプラザナフコ唐津店 0955-72-6286 佐賀県唐津市和多田西山９ー５
佐賀 唐津市 ハロードラッグ　スリーナイン店 0955-73-2511 佐賀県唐津市町田２１８０－１
佐賀 唐津市 ミスターマックス　Ｍｒ．Ｍａｘ唐津店 0955-77-3301 佐賀県唐津市鏡　３７１６
佐賀 唐津市 山下至誠堂　くすりのシセイドウ神田店 0955-75-4338 佐賀県唐津市神田字前田　２０６９－１
佐賀 武雄市 イズミ　ゆめタウン武雄店 0954-22-5120 佐賀県武雄市武雄町大字武雄　４９９２
佐賀 武雄市 スーパーセンタートライアル　武雄店 0954-26-0550 佐賀県武雄市朝日町大字甘久　１９３－１
佐賀 武雄市 ダイレックスダイレックス武雄店 0954-22-6211 佐賀県武雄市武雄町大字武雄　４９５６
佐賀 武雄市 ダイレックスダイレックス北方店 0954-36-0570 佐賀県武雄市北方町大字志久　１５６８ー３
佐賀 武雄市 ドラッグストアモリ武雄店 0954-22-8017 佐賀県武雄市武雄町大字昭和　１９３
佐賀 有田町 ドラッグストアモリ有田店 0955-43-4815 佐賀県西松浦郡有田町南原甲　５２１－１
長崎 壱岐市 ダイレックスダイレックス壱岐店 0920-48-1660 長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触　９３６番
長崎 壱岐市 ドラッグストアマツモトキヨシ　壱岐店 0920-48-0777 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触　２８ー１０
長崎 壱岐市 長嶋商店 0920-44-5250 長崎県壱岐市石田町石田東触　３９５
長崎 雲仙市 ダイレックスダイレックス愛野店 0957-36-7997 長崎県雲仙市愛野町乙　５０３６－１６
長崎 雲仙市 ディスカウントドラッグコスモス　雲仙市役所前店 0950-20-0051 長崎県雲仙市吾妻町牛口名７０６
長崎 雲仙市 ドラッグストアモリ愛野店 0957-36-1661 長崎県雲仙市愛野町乙字小無田　下４５８外１１筆
長崎 五島市 ＤＳマツモトキヨシ五島店 0959-75-0030 長崎県五島市籠淵町２０９０ー６
長崎 五島市 ＤＳマツモトキヨシ大波止店 0959-75-0723 長崎県五島市東浜町３ー１ー１
長崎 佐々町 ドラッグストアモリ　ドラッグモリ鴨川店 0956-77-8877 長崎県北松浦郡佐々町鴨川免　１６５番地



長崎 佐々町 ドラッグストアモリ佐々店 0956-62-5072 長崎県北松浦郡佐々町沖田免　１６１－２
長崎 佐世保市 ＤＳマツモトキヨシ江迎店 0956-73-1488 長崎県佐世保市江迎町三浦　３９ー１
長崎 佐世保市 イオン佐世保店 0956-25-2538 長崎県佐世保市島瀬町　１０－９
長崎 佐世保市 イオン大塔店 0956-27-2222 長崎県佐世保市大塔町　１４－２ＨＢＣ
長崎 佐世保市 ココカラファイン相浦店 0956-26-2076 長崎県佐世保市上相浦町１－６
長崎 佐世保市 スーパーセンタートライアル　佐世保大和店 0956-46-7700 長崎県佐世保市大和町６５－２
長崎 佐世保市 セガミメディクスドラッグセガミ佐世保大和店 0956-20-1313 長崎県佐世保市大和町　３８８－５
長崎 佐世保市 ダイレックスダイレックス早岐店 0956-26-5670 長崎県佐世保市広田３－３８－６
長崎 佐世保市 ダイレックスダイレックス矢峰店 0956-49-6777 長崎県佐世保市矢峰町１５７
長崎 佐世保市 ディスカウントドラッグコスモス　鹿町店 0956-73-1055 長崎県佐世保市鹿町町深江潟　２５８ー１
長崎 佐世保市 ディスカウントドラッグコスモス　中里店 0956-41-0888 長崎県佐世保市上本山町　８５６ー１
長崎 佐世保市 ドラッグストアモリ　矢峰店 0956-40-7723 長崎県佐世保市松原町２０－１
長崎 佐世保市 ドラッグストアモリ早苗店 0956-39-3566 長崎県佐世保市早苗町　５２４－２
長崎 佐世保市 ドラッグストアモリ大塔店 0956-31-5258 長崎県佐世保市大塔町　２０２５－１
長崎 佐世保市 ドラッグストアモリ白岳店 0956-33-0006 長崎県佐世保市白岳町　１４３番地１
長崎 佐世保市 ナフコ　ホームプラザ　ナフコ佐世保みなとインター店 0956-46-5581 長崎県佐世保市干尽町　４番地５
長崎 佐世保市 ホームワイド早岐店 0956-26-5577 長崎県佐世保市広田３－１－４４
長崎 時津町 イオン時津店 095-882-5191 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷　７５１－５
長崎 時津町 ドラッグストアモリ時津店 095-882-7223 長崎県西彼杵郡時津町　西時津郷字福島８８－１
長崎 時津町 ミスターマックス　ＭｒＭａｘ時津店 095-860-2201 長崎県西彼杵郡時津町左底郷　１８３２－１
長崎 松浦市 コスモス薬品　松浦店 0956-73-0511 長崎県松浦市志佐町浦免　９９２－１
長崎 松浦市 フードウェイ　ハイマート松浦店 0956-27-9301 長崎県松浦市志佐町浦免９５０
長崎 対馬市 ＤＳマツモトキヨシ厳原店 0920-53-5225 長崎県対馬市厳原町今屋敷　６７４
長崎 対馬市 ドラッグストアモリ美津島店 0920-54-5050 長崎県対馬市美津島鶏知乙　５２５番地２８
長崎 大村市 ＭＥＧＡドン・キホーテ大村インター店 0957-48-7211 長崎県大村市西大村本町２５５
長崎 大村市 イオン大村店 0957-27-3456 長崎県大村市幸町　２５番地の２００
長崎 大村市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス大村店 0957-20-7111 長崎県大村市協和町６２８－２
長崎 大村市 サンドラッグ富の原店 0957-28-8078 長崎県大村市富の原　２ー６９６ー１
長崎 大村市 スーパーセンタートライアル　大村店 0957-49-5553 長崎県大村市松並２丁目９２番１
長崎 大村市 スーパーワイドマート溝陸店 0957-54-3260 長崎県大村市溝陸町７９０
長崎 大村市 ダイレックスダイレックス木場店 0957-20-8260 長崎県大村市木場１丁目　１０６４－１
長崎 大村市 ナフコ　ホームプラザナフコ大村店 0957-53-2155 長崎県大村市松並２ー８９２
長崎 大村市 ナフコ　ホームプラザナフコ南大村店 0957-48-5681 長崎県大村市杭出津　２ー７４４ー１
長崎 大村市 ホームインプルーブメントひろせ　ＯＫ　ホーム＆ガーデン大村店 0957-20-8220 長崎県大村市今津町　６４９－１
長崎 長崎市 ＭｒＭａｘ　長崎店 095-818-1110 長崎県長崎市岩見町５２５－１
長崎 長崎市 イオンチトセピア店 095-846-1147 長崎県長崎市千歳町５－１
長崎 長崎市 イオン長崎店 095-824-6211 長崎県長崎市新地町３－１７
長崎 長崎市 イオン東長崎店 095-839-1110 長崎県長崎市田中町１０２７－８
長崎 長崎市 イズミ　ゆめタウン夢彩都店 095-823-3131 長崎県長崎市元船町１０－１



長崎 長崎市 ココカラファイン　浜の町店 095-832-8911 長崎県長崎市浜町１－１４
長崎 長崎市 ダイレックスダイレックス岩見店 095-832-1323 長崎県長崎市岩見町５２５－１１
長崎 長崎市 ダイレックスダイレックス三重店 095-840-1510 長崎県長崎市三京町６４６－２６
長崎 長崎市 ダイレックスダイレックス長崎店 095-878-3900 長崎県長崎市新戸町　３－７７３－１５
長崎 長崎市 ダイレックスダイレックス福田店 095-832-9520 長崎県長崎市大浜町　１６０５番地１
長崎 長崎市 ディスカウントドラッグコスモス　平瀬店 095-834-5200 長崎県長崎市平瀬町１ー４３
長崎 長崎市 ドラッグストアモリ琴海店 095-884-1056 長崎県長崎市西海町１７１５－１
長崎 長崎市 ドラッグストアモリ鳴見店 0958-50-6770 長崎県長崎市鳴見町４３－２
長崎 長崎市 ナフコ　ホームプラザナフコ南長崎店 095-832-5931 長崎県長崎市竿浦町８９０ー１
長崎 長崎市 ホームインプルーブメントひろせ　ＯＫ　ホーム＆ガーデン戸町店 095-879-3221 長崎県長崎市戸町　２－１９－１
長崎 長崎市 ホームワイド深堀店 095-832-3055 長崎県長崎市深堀町　１－１４５－２４　フレスポフカホリ
長崎 長崎市 ヤマダ電機　テックランド長崎本店 095-841-9055 長崎県長崎市三芳町　２－１
長崎 長与町 ココカラファイン長与店 095-887-0566 長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷　２００４－１８
長崎 長与町 ホームインプルーブメントひろせ　ＯＫ　ホーム＆ガーデン長与店 095-855-7007 長崎県西彼杵郡長与町高田郷　２００７番
長崎 島原市 イオン島原店 0957-63-2111 長崎県島原市弁天町　１－７０８０－１
長崎 島原市 サンドラッグ島原店 0957-68-7170 長崎県島原市栄町８３３４
長崎 島原市 スーパーセンタートライアル　島原店 0957-63-2151 長崎県島原市前浜町丙２２７番地
長崎 島原市 ダイレックスダイレックス島原店 0957-65-5107 長崎県島原市前浜町７３
長崎 島原市 ナフコ　ホームプラザナフコ島原店 0957-62-0035 長崎県島原市城内３ー１１２０
長崎 南島原市 ダイレックスダイレックス有家店 0957-82-6225 長崎県南島原市有家町中須川　１９７－１
長崎 波佐見町 ナフコ　ホームプラザナフコ波佐見店 0956-26-7671 長崎県東彼杵郡波佐見町田ノ頭郷　３７２ー２
長崎 平戸市 ディスカウントドラッグコスモス　平戸店 0950-20-0051 長崎県平戸市岩の上町　３９２ー６
長崎 平戸市 ドラッグストアモリ　平戸店 0950-29-9090 長崎県平戸市岩の上町１４４
長崎 諫早市 スーパーセンタートライアル　諫早店 0957-35-6600 長崎県諫早市長野町１６９０番８
長崎 諫早市 ナフコ　ホームプラザナフコ諌早店 0957-43-7021 長崎県諫早市多良見町囲　４６８
長崎 諫早市 ナフコ　ホームプラザナフコ東諌早店 0957-35-1951 長崎県諫早市宗方町２０５ー１
長崎 諫早市

ホームインプルーブメントひろせ　ＨＩヒロセスーパーコンボ諫早バイ
パス店

0957-23-2201 長崎県諫早市栗面町９４番
長崎 諫早市 ホームインプルーブメントひろせ　ＯＫホーム＆ガーデン多良見店 0957-28-5090 長崎県諫早市多良見町市布　１１９０－１
福岡 うきは市 コスモス薬品　吉井店 0943-74-2030 福岡県うきは市吉井町生葉７３１
福岡 うきは市 ドラッグストアモリ新浮羽店 0943-77-8929 福岡県うきは市浮羽町東隈上字東　５７１－１５
福岡 みやこ町 ナフコ　ホームプラザナフコ豊津店 0930-33-1711 福岡県京都郡みやこ町田中３８８
福岡 みやま市 アスタラビスタ　アスタラビスタ　高田店 0944-64-5111 福岡県みやま市高田町北新開　字古賀２０９
福岡 みやま市 コスモス薬品　瀬高店 0944-67-5050 福岡県みやま市瀬高町文廣　１６２４ー１
福岡 みやま市 ドラッグストアモリ高田店 0944-22-3377 福岡県みやま市高田町今福　６３９－１
福岡 みやま市 ドラッグストアモリ瀬高店 0944-62-6088 福岡県みやま市瀬高町文廣　１６７８番地
福岡 芦屋町 ディスカウントドラッグコスモス　福岡芦屋店 093-221-1511 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿　３１ー１８
福岡 鞍手町 コスモス薬品　鞍手店 0949-43-1062 福岡県鞍手郡鞍手町中山　２２５７ー２
福岡 鞍手町 スーパーセンタートライアル　鞍手店 0949-42-5000 福岡県鞍手郡鞍手町小牧　２２３２ー５
福岡 宇美町 スーパーセンタートライアル宇美店 092-934-2700 福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘　１－５－１



福岡 宇美町 ディスカウントドラッグコスモス　四王寺坂店 092-957-6001 福岡県粕屋郡宇美町原田　２丁目１ー１
福岡 宇美町 大賀薬局　宇美店 092-957-6125 福岡県糟屋郡宇美町光正寺　２ー１ー１
福岡 遠賀町 イズミ　ゆめタウン遠賀店 093-293-8600 福岡県遠賀郡遠賀町松の本１丁目　１ー１
福岡 遠賀町 スーパーセンタートライアル遠賀店 093-291-2700 福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎字　上ノ越１６０７番１
福岡 岡垣町 イオンスーパーセンター岡垣店 093-281-3600 福岡県遠賀郡岡垣町黒山　３３８－１
福岡 岡垣町 サンキュードラッグ　岡垣薬局 093-281-1039 福岡県遠賀郡岡垣町野間　２８５ー１
福岡 嘉麻市 くすりのコーエイ　ドラッグコーエイ嘉穂店 0948-20-1313 福岡県嘉麻市光代１９０
福岡 嘉麻市 くすりのコーエイ　ドラッグコーエイ上山田店 0948-83-9000 福岡県嘉麻市上山田１０７２ー３
福岡 嘉麻市 トライウェル　稲築店 0948-83-8034 福岡県嘉麻市岩崎８８０
福岡 嘉麻市 新生堂薬局　くすりのハッピー稲築店 0948-43-0368 福岡県嘉麻市岩崎８２１
福岡 苅田町 くすりのコーエイ　くすりのコーエイ苅田店 093-435-2070 福岡県京都郡苅田町南原　１６１２
福岡 苅田町 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス苅田店 093-435-3281 福岡県京都郡苅田町磯浜町１
福岡 苅田町 コスモス薬品　与原店 0930-26-7051 福岡県京都郡苅田町与原　１－１－２
福岡 苅田町 スーパーセンタートライアル　苅田店 093-435-0880 福岡県京都郡苅田町幸町５ー１
福岡 苅田町 ナフコ　ホームプラザナフコ苅田店 093-436-3031 福岡県京都郡苅田町幸町　６ー７
福岡 苅田町 三角商事ルミエール苅田店 0930-24-6041 福岡県京都郡苅田町大字二崎　１１８ー２
福岡 久山町 ナフコ　ホームプラザナフコトリアス久山店 092-976-3441 福岡県糟屋郡久山町山田　１１２２ー１
福岡 久留米市 ＤＣＭダイキ上津店 0942-21-0688 福岡県久留米市上津町　１１７１－１
福岡 久留米市 ＪＲ九州ドラッグイレブン久留米国分店 0942-51-2070 福岡県久留米市国分町高田　１０１４－３
福岡 久留米市 ＭｒＭａｘ　ＭｒＭａｘ久留米インター店 0942-45-7300 福岡県久留米市御井旗崎　１－６－５０
福岡 久留米市 アスタラビスタ　アスタラビスタ　城島店 0942-51-5170 福岡県久留米市城島町楢津　１３８１－７
福岡 久留米市 イズミ　ゆめタウン久留米店 0942-45-7884 福岡県久留米市新合川　１－２－１
福岡 久留米市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス津福店 0942-36-2766 福岡県久留米市津福今町　６０５－９
福岡 久留米市 コスモス薬品　みづま店 0942-54-9202 福岡県久留米市三潴町福光　４７０ー１
福岡 久留米市 コスモス薬品　久留米国分店 0942-51-0660 福岡県久留米市国分町　１１７９－１０
福岡 久留米市 コスモス薬品　合川店 0942-46-1271 福岡県久留米市合川町　１６７２ー１
福岡 久留米市 コスモス薬品　小森野店 0942-46-1414 福岡県久留米市小森野５丁目　２－１０
福岡 久留米市 コスモス薬品　平島店 0942-36-9177 福岡県久留米市津福本町　１００５－１
福岡 久留米市 サンドラッグくるめりあ六ツ門店 0942-36-5600 福岡県久留米市六ツ門町３ー１１
福岡 久留米市 サンドラッグ久留米西店 0942-36-3356 福岡県久留米市梅満町４９０ー２
福岡 久留米市 スーパーセンタートライアル　久留米店 0942-40-8811 福岡県久留米市御井旗崎　４丁目１ー１
福岡 久留米市 ダイレックスダイレックス久留米店 0942-37-3040 福岡県久留米市津福本町　４８９－１
福岡 久留米市 ダイレックスダイレックス三潴店 0942-54-9051 福岡県久留米市三潴町玉満　２３８ー１
福岡 久留米市 ディスカウントドラッグコスモス　国分バイパス店 0942-51-2004 福岡県久留米市国分町　８２２ー２
福岡 久留米市 ドラッグストアモリ　もり薬品　北野店 0942-78-6633 福岡県久留米市北野町高良　６－１３９４－３
福岡 久留米市 ドラッグストアモリ新諏訪野店 0942-39-6020 福岡県久留米市諏訪野町　２６９３－５
福岡 久留米市 ドラッグストアモリ善導寺店 0942-47-6070 福岡県久留米市善導寺町与田　１０８－６
福岡 久留米市 ドラッグストアモリ津福店 0942-38-7126 福岡県久留米市津福本町　７７９－２
福岡 久留米市 ドラッグストアモリ田主丸店 0943-72-3220 福岡県久留米市田主丸町殖木　２５４－１



福岡 久留米市 ホームワイド　田主丸店 09437-4-1240 福岡県久留米市田主丸町豊城　１８９５
福岡 久留米市 新生堂薬局　ドラッグ新生堂ローソン御井店 0942-41-0220 福岡県久留米市御井町　２１７６ー３
福岡 宮若市 ナフコ　ホームプラザナフコ宮田店 0949-34-5061 福岡県宮若市本城　４３８ー１
福岡 宮若市 三角商事ルミエール宮田店 09493-3-3164 福岡県宮若市本城字樋口　１１３５ー１
福岡 宮若市 新生堂薬局　くすりのハッピー　宮田店 0949-32-5481 福岡県宮若市本城１１２３－１
福岡 桂川町 新生堂薬局　ハッピー薬局　桂川店 0948-65-4795 福岡県嘉穂郡桂川町寿命４１－１
福岡 古賀市 サンドラッグ古賀店 092-943-1553 福岡県古賀市天神　４ー１２５８ー１
福岡 古賀市 サンリブ　サンリブ古賀店 092-943-0088 福岡県古賀市古賀１２５０　１Ｆ
福岡 古賀市 ナフコ　ホームプラザナフコ古賀店 092-942-6668 福岡県古賀市花見東　４ー１ー１
福岡 戸畑区 イオン戸畑店 093-871-1111 福岡県北九州市戸畑区汐井町　２ー２

福岡 戸畑区 ナフコ　ホームプラザナフコ鞘ヶ谷店 093-873-0201
福岡県北九州市戸畑区東鞘ケ谷町　２ー１
Ｓパーク鞘ヶ谷内

福岡 戸畑区 マツモトキヨシＤＳマツモトキヨシ一枝店 093-873-2700 福岡県北九州市戸畑区一枝三丁目　２ー１
福岡 広川町 コスモス薬品　広川店 0943-33-4008 福岡県八女郡広川町新代　６６０ー１
福岡 行橋市 イズミ　ゆめタウン　行橋店 0930-25-8060 福岡県行橋市西宮市３－８－１
福岡 行橋市 サンドラッグ行橋店 0930-26-8155 福岡県行橋市西泉６ー１ー１
福岡 行橋市 ディスカウントドラッグコスモス　行橋中央店 0930-26-8830 福岡県行橋市門樋町７ー４６
福岡 行橋市 ドラッグセイムス行橋西宮市店 0930-26-6388 福岡県行橋市西宮市　１－１２－１３
福岡 行橋市 ドン・キホーテ　コスタ行橋店 0930-26-0811 福岡県行橋市西泉　６ー３ー５２
福岡 行橋市 ナフコ　ホームプラザナフコ行橋店　生活館 0930-25-1038 福岡県行橋市北泉　２ー３０ー１
福岡 志免町 イオン福岡東店 092-611-2121 福岡県糟屋郡志免町別府北　２ー１４ー１
福岡 志免町 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス南里店 092-935-0055 福岡県糟屋郡志免町南里　１０９－１
福岡 志免町 ドラッグストアモリ空港東店 092-629-3777 福岡県糟屋郡志免町別府　４３７－２
福岡 志免町 ナフコ　ホームプラザナフコ志免店 092-937-1931 福岡県糟屋郡志免町志免　１３６５ー１
福岡 志免町 ナフコ　ホームプラザナフコ粕屋店 092-957-8031 福岡県糟屋郡志免町志免６９８
福岡 志免町 メガセンタートライアル　福岡空港店 092-937-5678 福岡県糟屋郡志免町別府　２丁目１７番２０号
福岡 志免町 ヤマダ電機　テックランド福岡志免本店 092-957-8500 福岡県糟屋郡志免町南里　５ー２ー１
福岡 志免町 大賀薬局　志免店 092-936-7015 福岡県糟屋郡志免町志免中央　４ー１２ー１５
福岡 糸島市 アレス　スーパーキッド前原店 092-321-4141 福岡県糸島市篠原東　３－１－２０
福岡 糸島市 スーパーセンター志摩店 092-330-5020 福岡県糸島市志摩津和崎字宮ノ元　２９－１
福岡 糸島市 ダイレックスダイレックス前原店 092-331-2877 福岡県糸島市荻浦　４９０
福岡 糸島市 ディスカウントドラッグコスモス　浦志店 092-331-1060 福岡県糸島市浦志　２丁目１４ー１４
福岡 糸島市 ディスカウントドラッグコスモス　加布里店 092-321-3001 福岡県糸島市加布里３１ー１
福岡 糸島市 ドラッグストアモリ　浦志店 092-332-7863 福岡県糸島市浦志１０９番地１
福岡 糸島市 ナフコ　ホームプラザナフコ前原店 092-321-3380 福岡県糸島市神在７７ー１
福岡 糸島市 ナフコ　ホームプラザナフコ二丈店 092-331-6661 福岡県糸島市二丈上深江　９９７ー１
福岡 篠栗町 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス篠栗店 092-931-5805 福岡県糟屋郡篠栗町乙犬　９８１－１
福岡 篠栗町 新生堂薬局　ドラッグ新生堂　篠栗店 092-931-5377 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲６６－１
福岡 若松区 イオン若松店 093-772-1515 福岡県北九州市若松区ニ島　１－３－１



福岡 若松区 サンキュードラッグ　高須薬局 093-742-7739 福岡県北九州市若松区高須南　１ー８ー２７
福岡 若松区 サンキュードラッグ　桜町薬局 093-752-1539 福岡県北九州市若松区桜町２ー１
福岡 若松区 サンドラッグ深町店 093-752-5051 福岡県北九州市若松区深町　一丁目１番１号
福岡 若松区 スーパーセンタートライアル二島店 093-772-0200 福岡県北九州市若松区南二島　１－４－１
福岡 若松区 ディスカウントドラッグコスモス　古前店 093-752-2215 福岡県北九州市若松区　くきのうみ中央１ー３７
福岡 若松区 ナフコ　ホームプラザナフコ学研都市ひびきの店 093-695-1511 福岡県北九州市若松区塩屋３２９　学研南部地区９１ー５
福岡 宗像市 イズミ　ゆめタウン宗像店 0940-33-4050 福岡県宗像市田久字鍵分　６４２－１
福岡 宗像市 サンドラッグ東郷店 0940-36-2288 福岡県宗像市田熊４ー１ー１７
福岡 宗像市 サンリブ　サンリブ宗像店 0940-38-0130 福岡県宗像市土穴　７１９ー１
福岡 宗像市 スーパーセンタートライアル宗像店 0940-39-2555 福岡県宗像市稲元２丁目３ー１
福岡 宗像市 ナフコ　ホームプラザナフコ南宗像店 0940-36-8601 福岡県宗像市光岡　１０５ー１
福岡 宗像市 新生堂薬局　ドラッグ新生堂　宗像店 0940-34-2555 福岡県宗像市野坂２６５２－１
福岡 宗像市 新生堂薬局　ドラッグ新生堂くりえいと宗像店 0940-38-0270 福岡県宗像市くりえいと　１－６－２
福岡 春日市 ＭｒＭａｘ　Ｓｅｌｅｃｔ白水店 092-501-2000 福岡県春日市上白水　２５１
福岡 春日市 ＭｒＭａｘ　春日店 092-595-8700 福岡県春日市星見ヶ丘４丁目　７番地
福岡 春日市 サンドラッグ春日南店 092-589-1611 福岡県春日市春日６ー２４
福岡 春日市 ナフコ　ホームプラザ　ナフコ春日フォレストシティ店 092-589-1051 福岡県春日市大字上白水イケ谷　１３１５ー４７
福岡 春日市 三角商事ルミエール春日店 092-588-3001 福岡県春日市下白水北三丁目　９１番１
福岡 春日市 西友　ＬＩＶＩＮザ・モール春日店 092-595-8246 福岡県春日市春日５－１１－５９
福岡 春日市 大賀薬局　白水店 092-584-2080 福岡県春日市上白水４ー４３
福岡 小郡市 イオン小郡店 0942-41-7100 福岡県小郡市大保字弓場１１０
福岡 小郡市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス小郡店 0942-41-2185 福岡県小郡市小郡中築地　３８５－１
福岡 小倉南区 ＪＲ九州ドラッグイレブンドラッグイレブン曽根店 093-471-8611 福岡県北九州市小倉南区沼本町　４ー２ー１
福岡 小倉南区 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス上曽根店 093-474-3260 福岡県北九州市小倉南区　上曽根新町１０－７
福岡 小倉南区 サンキュードラッグ　沼南店 093-474-0039 福岡県北九州市小倉南区沼南町　１ー２ー５
福岡 小倉南区 スーパーセンタートライアル石田店 093-964-8060 福岡県北九州市小倉南区八重洲町　５－１５
福岡 小倉南区 ダイレックスダイレックス横代店 093-963-6632 福岡県北九州市小倉南区横代北町　１－２－１
福岡 小倉南区 ディスカウントドラッグコスモス　曽根北店 093-474-6651 福岡県北九州市小倉南区曽根北町　６ー１０
福岡 小倉南区 ドラッグセイムス小倉貫店 093-474-3336 福岡県北九州市小倉南区貫　１－４－５
福岡 小倉南区 ナフコ　ホームプラザナフコ小倉東インター 093-471-2320 福岡県北九州市小倉南区長野　３ー２２７３ー１
福岡 小倉南区 ナフコ　ホームプラザナフコ小倉南店 093-932-0160 福岡県北九州市小倉南区上葛原　１ー１６ー１
福岡 小倉南区 メガセンタートライアル北九空港 093-474-1800 福岡県北九州市小倉南区葛原東　４－６－１０
福岡 小倉南区 新生堂薬局　ドラッグ新生堂徳力南方店 093-965-6033 福岡県北九州市小倉南区南方　３－３－２０
福岡 小倉南区 新生堂薬局　横代店 093-965-1701 福岡県北九州市小倉南区横代東町　１－２－８

福岡 小倉南区 大信薬局　くすりの大信　サニーサイドモール小倉店 093-967-2226
福岡県北九州市小倉南区　下曽根新町１０番１号
サニーサイドモール小倉店１Ｆ

福岡 小倉北区 ＭｒＭＡＸ　小倉北店 093-583-6675 福岡県北九州市小倉北区西港町　９番１６
福岡 小倉北区 サンキュードラッグ　ハローパーク大手町薬局 093-562-5839 福岡県北九州市小倉北区大手町　１３番３４号
福岡 小倉北区 サンキュードラッグ　黒原薬局 093-932-9039 福岡県北九州市小倉北区熊本　４丁目２番３４号



福岡 小倉北区 サンキュードラッグ　三萩野薬局 093-932-1539 福岡県北九州市小倉北区吉野町　１０番１９号
福岡 小倉北区 サンキュードラッグ　重住店 093-921-0039 福岡県北九州市小倉北区重住　３ー３ー５
福岡 小倉北区 サンキュードラッグ　中井薬局 093-563-2739 福岡県北九州市小倉北区中井　２ー４ー２０
福岡 小倉北区 サンキュードラッグ　朝日ヶ丘店 093-562-1639 福岡県北九州市小倉北区朝日ケ丘　３番１８号
福岡 小倉北区 サンキュードラッグ　富野薬局 093-512-5239 福岡県北九州市小倉北区下富野　２ー１０ー２７
福岡 小倉北区 サンドラッグ　プラム魚町銀天街３Ｆ店 093-533-4123 福岡県北九州市小倉北区魚町　２ー１ー７　３階
福岡 小倉北区 サンドラッグ到津店 093-654-1115 福岡県北九州市小倉北区上到津　三丁目３番３号
福岡 小倉北区 スーパーセンタートライアル西港店 093-562-5553 福岡県北九州市小倉北区西港町　１６－１６
福岡 小倉北区 ツルハグループＤ＆ＰＨ西日本　ウォンツ小倉三萩野店 093-932-3055 福岡県北九州市小倉北区三萩野　２丁目２ー１
福岡 小倉北区 ツルハグループＤ＆ＰＨ西日本　ウォンツ小倉船場店 093-513-7551 福岡県北九州市小倉北区船場町　２ー６
福岡 小倉北区 ナフコ　ホームプラザナフコ富野店 093-512-6571 福岡県北九州市小倉北区上富野　２ー１２ー１
福岡 小倉北区 マックスバリュ九州マックスバリュ九州三萩野店 093-941-6621 福岡県北九州市小倉北区昭和町　１４－２０
福岡 小倉北区 メガセンタートライアル東篠崎店 093-922-5554 福岡県北九州市小倉北区東篠崎　３丁目７番
福岡 小倉北区 大信薬局　くすりのフタバ下富野店 093-551-3207 福岡県北九州市小倉北区下富野　４－１８－４３
福岡 小竹町 スーパーセンタートライアル　小竹店 09496-6-1122 福岡県鞍手郡小竹町勝野　１５３２番１３
福岡 城南区 コスモス薬品　神松寺店 092-874-5066 福岡県福岡市城南区神松寺　１－２２－２９
福岡 城南区 ダイレックスダイレックス片江店 092-862-3839 福岡県福岡市城南区南片江　１ー２９ー３３
福岡 城南区 ドラッグストアモリ　南片江店 092-801-5020 福岡県福岡市城南区南片江　３－１６－２７
福岡 城南区 ナフコ　ホームプラザナフコ堤店 092-871-9511 福岡県福岡市城南区樋井川　６ー２９ー２０
福岡 城南区 大賀薬局　長尾店 092-526-6066 福岡県福岡市城南区長尾　３ー２８ー１
福岡 新宮町 サンドラッグ新宮中央店 092-962-9877 福岡県糟屋郡新宮町上府字林崎　１３７９ー１
福岡 新宮町 ホームセンターコーナン福岡新宮店 092-940-5009 福岡県糟屋郡新宮町大字三代　９９９番地１
福岡 新宮町 メガセンタートライアル　新宮店 092-940-6660 福岡県糟屋郡新宮町大字原上　１８１２－１
福岡 須惠町 大賀薬局　須恵店 092-935-8101 福岡県糟屋郡須惠町須惠字上原　９７３ー１
福岡 水巻町 三角商事ルミエール水巻店 093-203-2411 福岡県遠賀郡水巻町立屋敷　１ー１５ー５６
福岡 西区 ＪＲ九州ドラッグイレブン石丸店 092-885-6755 福岡県福岡市西区石丸　３－５４７－１
福岡 西区 ＭｒＭａｘ　橋本店 092-811-6800 福岡県福岡市西区橋本　１－１０－７２
福岡 西区 イオン福岡伊都店 092-805-8100 福岡県福岡市西区徳永　１１３－１
福岡 西区 イオン福重店 092-881-7550 福岡県福岡市西区拾六町　１－７－１
福岡 西区 コーナン商事ＨＣコーナンめいのはま店 092-895-5030 福岡県福岡市西区小戸　２－１－３２
福岡 西区 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス伊都店 092-805-3088 福岡県福岡市西区徳永１７８－１
福岡 西区 サンドラッグ周船寺店 092-805-7811 福岡県福岡市西区大字千里　４１８ー１
福岡 西区 セガミメディクスドラッグセガミ周船寺店 092-805-5600 福岡県福岡市西区周船寺　１－１８－３２
福岡 西区 ドラッグストアモリ拾六町店 092-891-1062 福岡県福岡市西区拾六町　１－２４９－１
福岡 西区 ナフコ　ホームプラザナフコ西福岡店ＨＩ館 092-883-3081 福岡県福岡市西区拾六町　２ー１ー１
福岡 西区 三角商事ルミエール今宿店 092-805-1510 福岡県福岡市西区今宿町　７９ー１
福岡 西区 新生堂薬局　福重店 092-882-2528 福岡県福岡市西区石丸　１－１５－５
福岡 川崎町 くすりのコーエイ　ドラッグコーエイ川崎店 0947-73-4616 福岡県田川郡川崎町田原１１１１
福岡 川崎町 トライウェル　池尻店 0947-44-7200 福岡県田川郡川崎町池尻　５４１ー１



福岡 川崎町 ナフコ　ホームプラザナフコ川崎店 0947-49-3011 福岡県田川郡川崎町池尻　１３１３
福岡 早良区 ＪＲ九州ドラッグイレブンドラッグイレブン高取店 092-833-1102 福岡県福岡市早良区昭代３丁目　７番９号
福岡 早良区 アレス　スーパーキッド田村店 092-866-4151 福岡県福岡市早良区田村　３－２３－３
福岡 早良区 セガミメディクスドラッグセガミ荒江店 092-852-8500 福岡県福岡市早良区荒江　３－３１－２５
福岡 早良区 セガミメディクスパワードラッグワンズ西新中央店 092-832-1337 福岡県福岡市早良区西新４丁目　７－１
福岡 早良区 ダイレックスダイレックス次郎丸店 092-861-5008 福岡県福岡市早良区次郎丸　４－２－５３
福岡 早良区 ドラッグストアモリ　重留店 092-804-5500 福岡県福岡市早良区重留　１－８－２６
福岡 早良区 新生堂薬局　ドラッグ新生堂　早良飯倉店 092-874-2256 福岡県福岡市早良区飯倉５丁目　１６ー１４
福岡 早良区 新生堂薬局　ドラッグ新生堂室見店 092-833-1050 福岡県福岡市早良区南庄　５－１１－１５
福岡 早良区 大賀薬局　野芥店 092-873-6558 福岡県福岡市早良区野芥　７ー４８ー７
福岡 太宰府市 大賀薬局　五条店 092-929-0505 福岡県太宰府市五条　３ー２ー２０
福岡 大川市 アスタラビスタ　アスタラビスタ　大川店 0944-89-5301 福岡県大川市一木後新開　５７７－１
福岡 大川市 イズミ　ゆめタウン大川店 0944-86-5446 福岡県大川市上巻字野口　４３０－１
福岡 大川市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス大川店 0944-89-4595 福岡県大川市上巻字七田　２４５－１
福岡 大川市 コスモス薬品　一木店 0944-89-5050 福岡県大川市一木７２０ー１
福岡 大川市 三角商事ルミエール大川店 0944-89-1900 福岡県大川市向島字六反田　１６３０ー１
福岡 大刀洗町 スーパーセンタートライアル　大刀洗店 0942-77-5577 福岡県三井郡大刀洗町鵜木　１４４０番地３３
福岡 大牟田市 ＭｒＭａｘ　大牟田店 0944-43-2500 福岡県大牟田市馬渡町　１－１
福岡 大牟田市 イオン大牟田店 0944-59-2700 福岡県大牟田市岬町３－４
福岡 大牟田市 イズミ　ゆめタウン大牟田店 0944-53-5291 福岡県大牟田市旭町　２－２８－１
福岡 大牟田市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス西浜田店 0944-59-2755 福岡県大牟田市西浜田町１７－２
福岡 大牟田市 コスモス薬品　羽山台店 0944-59-1519 福岡県大牟田市白川５７４ー１
福岡 大牟田市 サンドラッグ大牟田西店 0944-59-2320 福岡県大牟田市唐船８７ー１
福岡 大牟田市 サンドラッグ大牟田店 0944-58-2191 福岡県大牟田市橘１８５ー１
福岡 大牟田市 サンドラッグ大牟田南店 0944-59-8255 福岡県大牟田市小川町２０ー２
福岡 大牟田市 スーパーセンタートライアル　大牟田店 0944-41-5550 福岡県大牟田市小浜町５５番地１
福岡 大牟田市 ダイレックスダイレックス大牟田店 0944-55-0701 福岡県大牟田市唐船　５４－２
福岡 大牟田市 ダイレックスダイレックス歴木店 0944-41-4788 福岡県大牟田市歴木字平野山　１８０９
福岡 大牟田市 ディスカウントドラッグコスモス　勝立店 0944-59-1015 福岡県大牟田市天道町　２００ー１０
福岡 大牟田市 ドラッグストアモリ大牟田勝立店 0944-41-0660 福岡県大牟田市新勝立町　６丁目３７番地２
福岡 大牟田市 ドラッグストアモリ大牟田大黒町店 0944-55-3233 福岡県大牟田市大黒町　１－３１－４
福岡 大牟田市 ドラッグストアモリ大牟田東新町店 0944-55-7200 福岡県大牟田市東新町２－５－１
福岡 大牟田市 ナフコ　ホームプラザナフコ大牟田店 0944-52-4661 福岡県大牟田市手鎌　１９０３
福岡 大牟田市 武富金龍堂薬局　くすりの金龍堂花園店 0944-43-4690 福岡県大牟田市花園町２－１
福岡 大木町 イオンスーパーセンター大木店 0944-75-8001 福岡県三潴郡大木町蛭池　１２００
福岡 大野城市 ＪＲ九州ドラッグイレブン若草店 092-583-9200 福岡県大野城市牛頸１５６９－１
福岡 大野城市 ＭｒＭａｘ　大野城店 092-591-1800 福岡県大野城市瓦田　１１３８
福岡 大野城市 イオン下大利店 092-574-4711 福岡県大野城市下大利　１－２１－１
福岡 大野城市 イオン大野城店 092-572-2100 福岡県大野城市錦町　４ー２



福岡 大野城市 ダイレックスダイレックス大野城店 092-588-1153 福岡県大野城市筒井　２９－１
福岡 大野城市 ディスカウントドラッグコスモス　乙金店 092-513-9015 福岡県大野城市乙金３丁目　２１番８０号２８街区１１号
福岡 築上町 三角商事ルミエール椎田店 0930-56-1123 福岡県築上郡築上町東八田　１３６ー１
福岡 筑後市 アスタラビスタ　アスタラビスタ八女インター店 0942-42-2202 福岡県筑後市長浜字土居の内　７５－１
福岡 筑後市 コスモス薬品　筑後店 0942-42-1133 福岡県筑後市前津３４１－１
福岡 筑後市 コスモス薬品　筑後和泉店 0942-51-7266 福岡県筑後市和泉９８番
福岡 筑後市 サンドラッグゆめモール筑後店 0942-51-7107 福岡県筑後市前津　土地区画整理事業区域内１０画地
福岡 筑後市 サンドラッグ筑後店 0942-42-1331 福岡県筑後市山ノ井字南野６６２
福岡 筑後市 ディスカウントドラッグコスモス　筑後熊野店 0942-51-7218 福岡県筑後市熊野７８ー２
福岡 筑後市 ドラッグストアモリ筑後店 0942-54-1703 福岡県筑後市山ノ井８８３－１
福岡 筑後市 ナフコ　ホームプラザナフコ筑後店 0942-54-0211 福岡県筑後市蔵数２０７
福岡 筑後市 メガセンタートライアル筑後店 0942-54-7001 福岡県筑後市上北島字井原口　１２５９
福岡 筑紫野市 ＤＣＭダイキ筑紫野店 092-920-9010 福岡県筑紫野市針摺　３０－１０
福岡 筑紫野市 ＭｒＭａｘ　ＭｒＭａｘ筑紫野店 092-927-3400 福岡県筑紫野市原田　８３６ー２０
福岡 筑紫野市 イオン筑紫野店 092-918-3600 福岡県筑紫野市立明寺　４３４－１
福岡 筑紫野市 イオン二日市店 092-924-1581 福岡県筑紫野市二日市北　２－２－１
福岡 筑紫野市 イズミ　ゆめタウン筑紫野店 092-929-2035 福岡県筑紫野市針摺東　３－３－１
福岡 筑紫野市 サンドラッグ筑紫野店 092-927-3171 福岡県筑紫野市美しが丘南　１ー１２ー１
福岡 筑紫野市 ダイレックスダイレックス原店 092-924-3333 福岡県筑紫野市原６７７ー５
福岡 筑紫野市 ディスカウントドラッグコスモス　紫店 092-919-5002 福岡県筑紫野市紫　３丁目５ー８
福岡 筑紫野市 ディスカウントドラッグコスモス　石崎店 092-917-5077 福岡県筑紫野市石崎　１丁目３ー１７
福岡 筑紫野市 ドラッグストアモリ二日市店 092-918-5690 福岡県筑紫野市紫１－１５－３
福岡 筑紫野市 ドラッグストアモリ美しヶ丘店 092-919-8308 福岡県筑紫野市美しが丘北　３－１４－７８９
福岡 筑紫野市 大賀薬局　二日市店 092-922-3174 福岡県筑紫野市二日市南　３ー８ー１
福岡 筑前町 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス大刀洗店 094-621-5066 福岡県朝倉郡筑前町山隈　１６０９－１
福岡 筑前町 コスモス薬品　夜須店 0946-26-3025 福岡県朝倉郡筑前町松延５０７
福岡 筑前町 ドラッグストアモリ夜須店 0946-42-1082 福岡県朝倉郡筑前町石櫃　１４６－１９
福岡 筑前町 ワイドマート　Ｄ＆Ｆ筑前朝日店 0946-26-3001 福岡県朝倉郡筑前町朝日　２９０ー１
福岡 中央区 イオンショッパーズ福岡店 092-721-5411 福岡県福岡市中央区天神　４－４－１１
福岡 中央区 イオンスタイル笹丘 092-725-1147 福岡県福岡市中央区笹丘　１－２８－７４
福岡 中央区 ココカラファインヘルスケア　ココカラファイン福岡天神本店 092-737-1551 福岡県福岡市中央区天神　２ー８ー４９
福岡 中央区 大賀薬局　渡辺通一丁目店 092-534-6306 福岡県福岡市中央区清川　１ー７ー１２　大戸ビル
福岡 中央区 大賀薬局　薬院大通り店 092-521-7334 福岡県福岡市中央区薬院　４ー１ー２７
福岡 中間市 イオンなかま店 093-246-1147 福岡県中間市蓮花寺１ー１ー１
福岡 中間市 新生堂薬局　ドラッグ新生堂　中間中尾店 093-243-1139 福岡県中間市中尾　２－３１２０－１
福岡 中間市 新生堂薬局　ドラッグ新生堂　東中間店 093-243-3811 福岡県中間市東中間２－２－１３
福岡 中間市 新生堂薬局　ドラッグ新生堂中間駅前店 093-243-1210 福岡県中間市岩瀬１丁目７ー２
福岡 朝倉市 イオン甘木店 0946-26-1515 福岡県朝倉市甘木３８０
福岡 朝倉市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス甘木店 0946-21-5600 福岡県朝倉市堤１０２７－１



福岡 朝倉市 スーパーセンタートライアル甘木店 0946-21-8866 福岡県朝倉市屋永字西原　４２７２番１
福岡 朝倉市 ダイレックスダイレックス朝倉店 0946-52-8020 福岡県朝倉市須川　２５１１番地
福岡 朝倉市 ドラッグストアモリ朝倉店 0946-24-0088 福岡県朝倉市三奈木２３７６－１
福岡 朝倉市 ナフコ　ホームプラザナフコ甘木インター店 0946-21-0421 福岡県朝倉市甘木４２７
福岡 直方市 イオン直方店 0949-29-8900 福岡県直方市湯野原　２－１－１
福岡 直方市 スーパーセンタートライアル直方店 0949-26-8889 福岡県直方市大字感田１９６７
福岡 直方市 新生堂　ハッピー薬局知古店 0949-23-8111 福岡県直方市知古７８８番地１
福岡 直方市 新生堂薬局　ハッピー薬局　直方店 0949-29-1008 福岡県直方市下境字渡　２５８８－１
福岡 田川市 ＭｒＭａｘ　田川バイパス店 0947-46-1011 福岡県田川市川宮　１６９９－３
福岡 田川市 くすりのコーエイ　ドラッグコーエイメルクス田川店 0947-46-8484 福岡県田川市川宮１７１６
福岡 田川市 くすりのコーエイ　ドラッグコーエイ伊田店 0947-42-2220 福岡県田川市大字伊田　４４５６ー１
福岡 田川市 くすりのコーエイ　ドラッグコーエイ後藤寺店 0947-49-2080 福岡県田川市西本町１２６６
福岡 田川市 くすりのコーエイ　ドラッグコーエイ川宮店 0947-50-7250 福岡県田川市大字川宮　１０４５ー１
福岡 田川市 スーパーセンタートライアル田川店 0947-46-2237 福岡県田川市大字伊田４６１６
福岡 田川市 ホームワイド田川店 0947-49-1101 福岡県田川市伊田　２７１３－２
福岡 東区 ＭｒＭａｘ　土井店 092-691-7111 福岡県福岡市東区青葉　７－６１－１
福岡 東区 イオン香椎浜店 092-673-6100 福岡県福岡市東区香椎浜　３－１２－１
福岡 東区 イズミ　ゆめタウン博多店 092-632-3620 福岡県福岡市東区東浜　１－１－１
福岡 東区 サンドラッグ八田店 092-691-0508 福岡県福岡市東区八田　１ー４ー４８
福岡 東区 ドラッグストア　ベアー 092-642-1113 福岡県福岡市東区箱崎　１ー１５ー２３
福岡 東区 ドラッグセイムス福岡奈多店 092-605-0123 福岡県福岡市東区奈多　３ー１ー２２
福岡 東区 ナフコ　ホームプラザナフコ多田羅店 092-661-2002 福岡県福岡市東区多々良　２ー１０ー４５
福岡 東区 ホームワイド和白店 092-605-0400 福岡県福岡市東区塩浜　１－９－１９
福岡 東区 ワイドマート　Ｄ＆Ｆ和白東店 092-605-1700 福岡県福岡市東区和白東　１丁目４０ー１２
福岡 東区 三角商事ルミエール箱崎店 092-642-1155 福岡県福岡市東区箱崎　４ー７ー５５
福岡 東区 新生堂薬局　ドラッグ新生堂土井店 092-691-6192 福岡県福岡市東区土井　１－１７－１０
福岡 東区 新生堂薬局　千早店 092-663-1331 福岡県福岡市東区千早　２－２６－４５
福岡 東区 大賀薬局　和白店 092-605-6080 福岡県福岡市東区和白東　２ー１３ー３５　ウイング友和　１Ｆ
福岡 那珂川町 コスモス薬品　那珂川店 092-951-5030 福岡県筑紫郡那珂川町松木　６丁目１２ー１０
福岡 那珂川町 サンドラッグ那珂川店 092-953-3010 福岡県筑紫郡那珂川町中原　３ー６８
福岡 那珂川町 新生堂薬局　那珂川店 092-951-3113 福岡県筑紫郡那珂川町中原　２－１９
福岡 那珂川町 大賀薬局　那珂川店 092-953-3721 福岡県筑紫郡那珂川町片縄　５ー１９
福岡 南区 ＭｒＭａｘ　長住店 092-551-2345 福岡県福岡市南区西長住　２－２５－２５
福岡 南区 ダイレックスダイレックス的場店 092-588-6010 福岡県福岡市南区的場１丁目　１５－１２
福岡 南区 ディスカウントドラッグコスモス　的場店 092-588-6022 福岡県福岡市南区的場　１丁目２０ー７
福岡 南区 新生堂薬局　ドラッグ新生堂井尻店 092-588-2070 福岡県福岡市南区井尻３丁目　１４ー２０
福岡 南区 新生堂薬局　ドラッグ新生堂弥永店 092-589-0551 福岡県福岡市南区柳瀬　１－３１－１５
福岡 南区 新生堂薬局　中尾店 092-554-5880 福岡県福岡市南区中尾　３－２６－１
福岡 南区 新生堂薬局　南大橋店 092-554-5660 福岡県福岡市南区大橋　４－２４－１７



福岡 博多区 ＢＥＣＫ 092-260-3617 福岡県福岡市博多区古門戸町　２ー１８　１Ｆ
福岡 博多区 ＭｒＭａｘ　Ｓｅｌｅｃｔ美野島店 092-451-2010 福岡県福岡市博多区美野島　２丁目５ー６
福岡 博多区 サンドラッグ三筑店 092-589-6360 福岡県福岡市博多区三筑　２ー１ー１２
福岡 博多区 サンドラッグ博多ミスト店 092-588-5539 福岡県福岡市博多区諸岡　３ー２２ー３
福岡 博多区 ディスカウントドラッグコスモス　三筑店 092-513-1255 福岡県福岡市博多区三筑　２丁目１ー７
福岡 博多区 ナフコ　ホームプラザナフコ博多店　生活館 092-915-1181 福岡県福岡市博多区相生町　１ー１ー１　生活館
福岡 博多区 ナフコ　ホームプラザナフコ福岡空港店 092-611-0271 福岡県福岡市博多区大井　２ー３ー７２
福岡 博多区 マックスバリュ九州マックスバリュ九州雑餉隈店 092-501-5211 福岡県福岡市博多区竹丘町　３ー１ー１
福岡 博多区 マックスバリュ九州マックスバリュ九州博多祇園店 092-263-4741 福岡県福岡市博多区祇園町　７ー２０
福岡 博多区 ヨドバシカメラ　マルチメディア博多店 092-471-1010 福岡市博多区博多駅中央街　６－１２

福岡 博多区 ラオックス　キャナルシティ博多店 092-263-8815
福岡県福岡市博多区住吉　１ー２ー２５
キャナルシティ　博多サウスビル４Ｆ

福岡 博多区 ロイヤルホームセンター　吉塚店 092-631-4811 福岡県福岡市博多区千代　１ー２ー７
福岡 博多区 三角商事ルミエール東那珂店 092-411-1788 福岡県福岡市博多区東那珂　１ー１４ー４６
福岡 粕屋町 ＭｒＭａｘ　粕屋店 092-623-1001 福岡県糟屋郡粕屋町仲原　２７１４
福岡 粕屋町 イオン福岡店 092-939-7700 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木　１９２－１
福岡 粕屋町 スーパーセンタートライアル粕屋店 092-626-9555 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原　２７０６
福岡 八女市 イズミ　ゆめタウン八女店 0943-23-5788 福岡県八女市蒲原　９８８－２８
福岡 八女市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス八女店 0943-30-3411 福岡県八女市室岡４３
福岡 八女市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス八女本町店 0943-30-2929 福岡県八女市本町２－１１４
福岡 八女市 コスモス薬品　黒木店 0943-31-2550 福岡県八女市黒木町本分　１２１９ー１
福岡 八女市 スーパーセンタートライアル　八女店 0943-30-1666 福岡県八女市蒲原字五反田　８４８
福岡 八女市 ダイレックスダイレックス稲富店 0943-30-1500 福岡県八女市稲富　１９２
福岡 八女市 ダイレックスダイレックス八女店 0943-22-5166 福岡県八女市本町　１－２１９
福岡 八女市 ディスカウントドラッグコスモス　納楚店 0943-25-2012 福岡県八女市納楚　５９４
福岡 八女市 ドラッグストアモリ八女店 0943-22-4103 福岡県八女市蒲原９７３－１
福岡 八女市 ナフコ　ホームプラザナフコ八女店 0943-23-7181 福岡県八女市本村　７９ー１
福岡 八幡西区 ＤＣＭダイキ黒崎店 093-883-7761 福岡県北九州市八幡西区東曲里町　２－７
福岡 八幡西区 ＭｒＭａｘ　八幡西店 093-618-7733 福岡県北九州市八幡西区真名子　２－４－１
福岡 八幡西区 ＭｒＭａｘ　本城店 093-692-5500 福岡県北九州市八幡西区本城　５－１－１
福岡 八幡西区 ココカラファイン　折尾店 093-695-6977 福岡県北九州市八幡西区光明　２－１１－１６
福岡 八幡西区 コスモス薬品　スーパードラッグコスモスひびきの店 093-695-2325 福岡県北九州市八幡西区　本城学研台１丁目４ー３
福岡 八幡西区 サンキュードラッグ　コスパ相生薬局 093-631-5239 福岡県北九州市八幡西区鉄竜　１ー３ー１６
福岡 八幡西区 サンリブ　サンリブ三ケ森 093-611-2801 福岡県北九州市八幡西区三ケ森　３ー９ー１
福岡 八幡西区 スーパーセンタートライアル　上津役店 093-614-5333 福岡県北九州市八幡西区中の原　２－１９－１
福岡 八幡西区 ダイレックスダイレックス永犬丸店 093-691-2344 福岡県北九州市八幡西区永犬丸　１３６３
福岡 八幡西区 ツルハグループＤ＆ＰＨ西日本　ウォンツ黒崎店 093-644-7757 福岡県北九州市八幡西区西曲里町　３ー１
福岡 八幡西区 ディスカウントドラッグコスモス　春日台店 093-614-3315 福岡県北九州市八幡西区春日台　６ー７ー２５
福岡 八幡西区 ディスカウントドラッグコスモス　竹末店 093-644-7748 福岡県北九州市八幡西区竹末　１丁目１９ー８



福岡 八幡西区 ドラッグストアモリ　星が丘店 093-618-8200 福岡県北九州市八幡西区星ケ丘　２丁目１番地１０１
福岡 八幡西区 ホームワイド　永犬丸店 093-603-6115 福岡県北九州市八幡西区永犬丸　１９６６
福岡 八幡西区 新生堂薬局　永犬丸店 093-695-2160 福岡県北九州市八幡西区八枝　５－４－３
福岡 八幡東区 Ｍｒ．Ｍａｘ　八幡東店 093-682-1234 福岡県北九州市八幡東区東田　１丁目　４番２２号
福岡 八幡東区 イオン八幡東店 093-663-8111 福岡県北九州市八幡東区東田　３－２
福岡 八幡東区 コスモス薬品　枝光店 093-671-5531 福岡県北九州市八幡東区枝光　２丁目７－１８
福岡 八幡東区 スーパーセンタートライアル　八幡東田店 093-663-8500 福岡県北九州市八幡東区東田　１丁目５番９号
福岡 八幡東区 ディスカウントドラッグコスモス　東田店 093-663-6008 福岡県北九州市八幡東区　２丁目１ー２０
福岡 八幡東区 ナフコ　ホームプラザナフコ八幡東店 093-663-2681 福岡県北九州市八幡東区東田　１ー２ー２０
福岡 飯塚市 ＭｒＭａｘ　飯塚花瀬店 0948-21-0123 福岡県飯塚市横田　５８１－６
福岡 飯塚市 イオン穂波店 0948-26-1717 福岡県飯塚市枝国長浦　６６６－１５
福岡 飯塚市 サンドラッグ穂波店 0948-26-1231 福岡県飯塚市秋松９１６ー１
福岡 飯塚市 スーパーセンタートライアル飯塚店 0948-26-2229 福岡県飯塚市徳前４０ー１
福岡 飯塚市 ディスカウントドラッグコスモス　花瀬店 0948-30-3160 福岡県飯塚市横田５９９
福岡 飯塚市 メガセンタートライアル上三緒店 0948-26-7676 福岡県飯塚市上三緒　１－７
福岡 飯塚市 新生堂薬局　くすりのハッピー潤野店 0948-26-4557 福岡県飯塚市潤野８８５－２７
福岡 飯塚市 新生堂薬局　くすりのハッピー庄内店 0948-82-2480 福岡県飯塚市有安６９１
福岡 飯塚市 新生堂薬局　くすりのハッピー柏の森店 0948-26-0102 福岡県飯塚市柏の森７２番地
福岡 飯塚市 新生堂薬局　ハッピー薬局　川津店 0948-28-5562 福岡県飯塚市川津２６６－２
福岡 飯塚市 大賀薬局　飯塚あいタウン店 0948-26-3715 福岡県飯塚市吉原町６ー１　あいタウン２Ｆ
福岡 福智町 くすりのコーエイ　金田店 0947-22-9911 福岡県田川郡福智町金田　７８６ー２
福岡 福津市 サンドラッグ福津店 094-035-8766 福岡県福津市手光南　１丁目９番３号
福岡 豊前市 メガセンタートライアル豊前店 0979-84-0339 福岡県豊前市大字四郎丸　１１０２ー６
福岡 門司区 ＪＲ九州ドラッグイレブン門司店 093-382-6260 福岡県北九州市門司区下二十町　３－２７
福岡 門司区 サンキュードラッグ　社ノ木薬局 093-382-3639 福岡県北九州市門司区社ノ木　１丁目１６番６号
福岡 門司区 サンキュードラッグ　大里東口店 093-372-9939 福岡県北九州市門司区下二十町　１ー１
福岡 門司区 サンキュードラッグ　門司港本店薬局 093-322-5139 福岡県北九州市門司区栄町　９ー１８
福岡 門司区 サンキュードラッグ　柳町薬局 093-382-1239 福岡県北九州市門司区柳町　２ー５ー３　丸新ビル１０１
福岡 門司区 スーパーセンタートライアル　片上海岸店 093-322-5544 福岡県北九州市門司区片上海岸　６番２１号
福岡 門司区 スーパーセンタートライアル門司店 093-382-6688 福岡県北九州市門司区大里新町　１１ー６
福岡 門司区 ナフコ　ホームプラザナフコ門司シーサイド店 093-332-1061 福岡県北九州市門司区西海岸　３ー１７９ー４
福岡 柳川市 アスタラビスタ　アスタラビスタ　大和店 0944-75-7666 福岡県柳川市大和町鷹ノ尾字神田　１３４－１
福岡 柳川市 コスモス薬品　柳河店 0944-74-8008 福岡県柳川市三橋町柳河８４８
福岡 柳川市 コスモス薬品　柳川三橋店 0944-77-6181 福岡県柳川市三橋町蒲船津３４６
福岡 柳川市 スーパーセンタートライアル柳川店 0944-74-5444 福岡県柳川市三橋町柳河　７７８
福岡 柳川市 ダイレックスダイレックス三橋店 0944-72-5231 福岡県柳川市三橋町久末　７６５－４
福岡 柳川市 ドラッグストアモリ　ドラッグモリ　柳川店 0944-73-8811 福岡県柳川市大和町徳益　２２番地１
福岡 柳川市 ナフコ　ホームプラザナフコ柳川店 0944-73-6001 福岡県柳川市三橋町枝光　４０３
福岡 柳川市 新生堂薬局　柳川駅前店 0944-74-8771 福岡県柳川市三橋町藤吉　５１３－１



宮崎 えびの市 ディスカウントドラッグコスモス　えびの店 0984-25-5900 宮崎県えびの市向江５６７
宮崎 えびの市 ナフコ　ホームプラザナフコえびの店 0984-37-1773 宮崎県えびの市大字向江　４６９ー１
宮崎 延岡市 アレス　スーパーキッド　延岡野田店 0982-42-3535 宮崎県延岡市野田町１８６３－１
宮崎 延岡市 イオン延岡店 0982-23-1700 宮崎県延岡市旭町２－２－１
宮崎 延岡市 イオン多々良店 0982-28-0050 宮崎県延岡市岡富町８４３番地
宮崎 延岡市 コスモス薬品　ＳＤコスモス　川原崎店 0982-23-9339 宮崎県延岡市川原崎町２２５
宮崎 延岡市 コスモス薬品　大貫店 0982-23-1455 宮崎県延岡市大貫町　３ー１２８３
宮崎 延岡市 コスモス薬品　大門店 0982-33-0633 宮崎県延岡市大門町２４６
宮崎 延岡市 ディスカウントドラッグコスモス　岡富店 0982-23-9055 宮崎県延岡市岡富町　土地区画整理区域内　１街区１号
宮崎 延岡市 ディスカウントドラッグコスモス　浜店 0982-35-5662 宮崎県延岡市浜町５０７８
宮崎 延岡市 ドラッグストアモリ延岡岡富店 0982-29-4334 宮崎県延岡市岡富町　６９３ー２
宮崎 延岡市 ホームインプルーブメントひろせ　スーパーコンボ南延岡店 0982-21-8955 宮崎県延岡市浜町４８０３－１
宮崎 延岡市 ホームワイド　出北店 0982-23-1322 宮崎県延岡市出北４－１０３－１
宮崎 延岡市 ホームワイド　緑ヶ丘店 0982-26-5886 宮崎県延岡市緑ケ丘１－２－２
宮崎 延岡市 救命堂　浜砂店 0982-23-9650 宮崎県延岡市浜砂１－３－２３
宮崎 宮崎市 ＪＲ九州ドラッグイレブン吉村店 0985-24-8239 宮崎県宮崎市吉村町ハシテ甲　２３８６－１２９
宮崎 宮崎市 イオン宮崎店 0985-27-2241 宮崎県宮崎市新別府町江口　８６２－１
宮崎 宮崎市 イオン南宮崎店 0985-50-0535 宮崎県宮崎市大淀４－２７０
宮崎 宮崎市 イズミヤ宮崎店 0985-50-3220 宮崎県宮崎市京塚町　１丁目５番１号
宮崎 宮崎市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス小松店 0985-62-3400 宮崎県宮崎市大塚町竹下５０６
宮崎 宮崎市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス大島店 0985-61-7081 宮崎県宮崎市大島町原ノ前　１４１４－１
宮崎 宮崎市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス浮之城店 0985-61-1122 宮崎県宮崎市吉村町天神前甲　１４２－３
宮崎 宮崎市 サンドラッグ　清武店 0985-64-5267 宮崎県宮崎市清武町正手２－３７
宮崎 宮崎市 スーパーセンタートライアル　宮崎恒久店 0985-63-3330 宮崎県宮崎市大字恒久　１５２７番１
宮崎 宮崎市 ダイレックスダイレックス吉村店 0985-20-0125 宮崎県宮崎市吉村町下藪甲　４３４２番１
宮崎 宮崎市 ダイレックスダイレックス宮崎店 0985-62-0258 宮崎県宮崎市大島町八杖　１４０１－２
宮崎 宮崎市 ダイレックスダイレックス恒久店 0985-64-7211 宮崎県宮崎市恒久７６７－２
宮崎 宮崎市 ディスカウントドラッグコスモス　宮崎祇園店 0985-61-7920 宮崎県宮崎市祇園３ー１５ー１
宮崎 宮崎市 ディスカウントドラッグコスモス　源藤店 0985-64-1003 宮崎県宮崎市源藤町　２０５ー６
宮崎 宮崎市 ディスカウントドラッグコスモス　大塚台店 0985-62-3883 宮崎県宮崎市大塚町１１２３ー１
宮崎 宮崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ　小松台店 0985-48-3115 宮崎県宮崎市大塚町池ノ内　１０９１ー１
宮崎 宮崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ　清武駅前店 0985-67-4067 宮崎県宮崎市清武町船引　３３１ー４
宮崎 宮崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ　生目台通り店 0985-50-5260 宮崎県宮崎市大塚町大迫南平　４４７７ー１
宮崎 宮崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ　柳丸店 0985-60-6810 宮崎県宮崎市柳丸町１３５ー１
宮崎 宮崎市 ナフコ　ホームプラザナフコ宮崎店 0985-26-1870 宮崎県宮崎市宮崎駅東　３ー８ー１２
宮崎 宮崎市 ナフコ　ホームプラザナフコ佐土原店 0985-72-0725 宮崎県宮崎市佐土原町下田島　９９２２
宮崎 宮崎市 ナフコ　ホームプラザナフコ大塚店 0985-54-0725 宮崎県宮崎市大塚町竹原　２０３５
宮崎 宮崎市 ナフコ　ホームプラザナフコ南宮崎店 0985-52-4211 宮崎県宮崎市大字田吉１０５ー１
宮崎 宮崎市 ホームワイド　平和台店 0985-38-8774 宮崎県宮崎市下北方町平田　９１３－１１



宮崎 宮崎市 マミーズマーケット　アタックス住吉店 0985-39-6313 宮崎県宮崎市大字島之内　１０５６－６
宮崎 宮崎市 マミーズマーケット　アタックス小松店 0985-47-6665 宮崎県宮崎市小松字八ヶ久保　１３９１－１０
宮崎 宮崎市 ヤマダ電機　テックランドＮｅｗ宮崎花ケ島本店 0985-61-8033 宮崎県宮崎市花ケ島町瀬々町　２６００
宮崎 串間市 ナフコ　ホームプラザナフコ串間店 0987-72-5500 宮崎県串間市西浜２ー３ー２
宮崎 串間市 ニシムタ　Ｎ’ｓ　ＣＩＴＹニシムタ串間店 0987-71-1133 宮崎県串間市大字西方５５９０
宮崎 高千穂町 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス高千穂 0982-73-1883 宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井　７５－１
宮崎 高千穂町 ディスカウントドラッグコスモス　神殿店 0982-72-9722 宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井　１２７０ー２
宮崎 高鍋町 ダイレックスダイレックス高鍋店 0983-26-1008 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江　８２１０番
宮崎 高鍋町 ディスカウントドラッグコスモス　高鍋樋渡店 0983-26-0230 宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋　２１００ー６８
宮崎 高鍋町 ドラッグストアモリ　高鍋店 0983-23-5065 宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋字中畑　５０１６
宮崎 高鍋町 マミーズマーケット　アタックス高鍋店 0983-35-3113 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋　３５８１－１
宮崎 国富町 ダイレックスダイレックス国富店 0985-75-1134 宮崎県東諸県郡国富町　大字本庄５８３ー１
宮崎 三股町 スーパーセンタートライアル　三股店 0986-53-3830 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山　４８３４番３
宮崎 三股町 ダイレックスダイレックス三股店 0986-53-3020 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山　４９６３ー１
宮崎 小林市 サンドラッグ　小林店 0984-25-1505 宮崎県小林市堤３００５－１２
宮崎 小林市 スーパーセンタートライアル　小林店 0984-24-5505 宮崎県小林市堤字西ノ原　２９０７番１
宮崎 小林市 ダイレックスダイレックス小林店 0984-24-5210 宮崎県小林市細野１９７６番　１プラッセだいわ小林店１Ｆ
宮崎 小林市 ディスカウントドラッグコスモス　小林上町店 098-425-0071 宮崎県小林市真方　４５４ー１
宮崎 小林市 ナフコ　ホームプラザナフコ小林店 0984-25-0431 宮崎県小林市大字堤　３０８９ー１
宮崎 西都市 ダイレックスダイレックス西都店 0983-41-1142 宮崎県西都市大字妻１６８０番１
宮崎 西都市 ディスカウントドラッグコスモス　三宅店 0983-41-1030 宮崎県西都市右松　２２２２ー１
宮崎 西都市 ドラッグストアモリ西都店 0983-42-2533 宮崎県西都市右松２１３４番地１
宮崎 西都市 長嶺薬局 0983-43-0107 宮崎県西都市有吉町１－３
宮崎 川南町 マミーズマーケット　アタックス川南店 0983-32-0255 宮崎県児湯郡川南町大字川南　字岩河１６３９６番地１３号
宮崎 都城市 ＪＲ九州ドラッグイレブン都原店 0986-21-6555 宮崎県都城市南横市町　３５１１－１１
宮崎 都城市 ＭＥＧＡドン・キホーテ　都城店 0986-45-0211 宮崎県都城市上川東　４ー５９４８ー１
宮崎 都城市 アレス　スーパーキッド若葉店 0986-45-0296 宮崎県都城市若葉町７４－４－１
宮崎 都城市 イオン都城駅前店 0986-22-8527 宮崎県都城市栄町４６７２－５

宮崎 都城市 スーパーセンターニシムタ　五十市フード＆ライフ館 0986-57-6233
宮崎県都城市五十町２３７５ー５
スーパーセンターニシムタ五十市　フード＆ライフ館

宮崎 都城市 ダイレックスダイレックス都原店 0986-46-3590 宮崎県都城市南横市町　４２８４－１
宮崎 都城市 ディスカウントドラッグコスモス　五十市店 0986-46-6101 宮崎県都城市五十町　２２７８ー１
宮崎 都城市 ドラッグストアモリ都城早水店 0986-23-5433 宮崎県都城市早水町４－４
宮崎 都城市 ドラッグストアモリ都城簑原店 0986-36-8543 宮崎県都城市簑原８５２１
宮崎 都城市 ナフコ　ホームプラザナフコ北都城店 0986-46-7321 宮崎県都城市都北町１１０４ー５
宮崎 都城市 ホームワイドプラス都城店 0986-46-1900 宮崎県都城市千町４３５１－２
宮崎 日向市 ＭｒＭａｘ　日向店 0982-53-5251 宮崎県日向市大字日知屋　１４７９８－１
宮崎 日向市 ドラッグストアマツモトキヨシ　日知屋店 0982-54-4731 宮崎県日向市日知屋　３３７９ー４８
宮崎 日向市 ドラッグストアモリ日向財光寺店 0982-55-3780 宮崎県日向市大字財光寺　３３７７番地１



宮崎 日向市 ホームインプルーブメントひろせ　ＨＩヒロセ日向店 0982-55-8266 宮崎県日向市日知屋古田町　６１－１
宮崎 日向市 ホームワイド　財光寺店 0982-53-8010 宮崎県日向市財光寺字沖ノ原　９５３－１
宮崎 日向市 メガセンタートライアル　日向店 0982-50-1377 宮崎県日向市都町　１０７５４－１１
宮崎 日南市 コスモス薬品　スーパードラッグコスモス油津店 0987-32-1671 宮崎県日南市瀬貝３－１－７
宮崎 日南市 ダイレックスダイレックス日南店 0987-32-0901 宮崎県日南市吾田西１－８－８
宮崎 門川町 ダイレックスダイレックス門川店 0982-50-4120 宮崎県東臼杵郡門川町　東栄町４丁目２－３

（以上）


