
ツルハドラッグ北大前店　　 北海道 札幌市北区北十四条西４丁目１番１７号

アサヒドラックラッキー菊水元町 北海道 札幌市白石区菊水元町３条２丁目２－８

ツルハドラッグひばりが丘店　　　　 北海道 札幌市厚別区厚別南２丁目１０番地４

ツルハドラッグ北野６条店　　　　　 北海道 札幌市清田区北野六条２丁目１４－１０

ツルハドラッグ北野店　　　　　　　 北海道 札幌市清田区北野７条５丁目１２番２０号

ツルハドラッグ平岡店　　　 北海道 札幌市清田区平岡２条５丁目２－５

アサヒドラック自衛隊駅前店　　 北海道 札幌市南区澄川三条６－３－１東光ストア内

ツルハドラッグ手稲前田店　　　　　 北海道 札幌市手稲区前田四条１０丁目２－１０

ツルハドラッグ手稲星置駅前店　　　 北海道 札幌市手稲区星置１条２丁目２番１号

レインボー薬局中央店 北海道 函館市梁川町１６−４

ツルハ北海道函館赤十字病院前店　　 北海道 函館市堀川町６－２２

ツルハドラッグ函館松風店　　　　　 北海道 函館市松風町１２番６号

レインボー薬局宮前店 北海道 函館市宮前町２０−２

レインボー薬局宮前店 北海道 函館市宮前町20-2

ツルハドラッグ白鳥店　　　　　　　 北海道 函館市白鳥町２１－２６

レインボー薬局大川店 北海道 函館市大川町１２−２１

レインボー薬局戸井店 北海道 函館市浜町３５５−６

レインボー薬局恵山店 北海道 函館市日ノ浜町２２−２

ツルハドラッグ函館石川店　　　　　 北海道 函館市石川町３１５－９

レインボー薬局美店 北海道 函館市美原5-19-2

ツルハドラッグ昭和店　　　　　　　 北海道 函館市昭和１丁目２９－７

ツルハドラッグ五稜郭店　　 北海道 函館市港町１丁目１－２

レインボー薬局港店 北海道 函館市亀田港町３９−１

レインボー薬局かじ店 北海道 函館市鍛治１丁目１４−２

レインボー薬局大野店 北海道 北斗市本町2-7-1

ツルハドラッグ湯川店　　　　　　　 北海道 函館市湯川町２丁目１８－１０

（有）ケイエムＤ京極　 北海道 虻田郡京極町京極２３０番地

レインボー薬局余市店 北海道 余市郡余市町大川町6-92-7

レインボー薬局木下薬局 北海道 小樽市新富町15-14

レインボー薬局上磯店 北海道 北斗市久根別1-26-8

レインボー薬局当別店 北海道 北斗市当別697-128

レインボー薬局知内店 北海道 上磯郡知内町重内31-148

ツルハドラッグ松前店　　　 北海道 松前郡松前町建石４９－５１

北川薬局　　　　　　　　　　　 北海道 久遠郡せたな町北檜山区北檜山２１番地

ツルハドラッグ室蘭中島北店　　　　 北海道 室蘭市中島町１丁目２８番９－２

ツルハドラッグ苫小牧王子店　　　　 北海道 苫小牧市表町４丁目３－２３

ツルハドラッグ苫小牧住吉店 北海道 苫小牧市住吉町２丁目２９番

ツルハドラッグ大成店　　　 北海道 苫小牧市新富町１丁目１５番地

ツルハドラッグ沼ノ端北店　　　　　 北海道 苫小牧市北栄町１丁目２３番１５号

ツルハドラッグ桑園店　　　 北海道 札幌市中央区北九条西１５丁目２８－１９６

ツルハドラッグ南１条店　　　　　　 北海道 札幌市中央区南１条西４丁目２０番地１

ツルハドラッグ恵み野西店　　　　　 北海道 恵庭市恵み野西３丁目１－１

ツルハドラッグ花川南店　　　　　　 北海道 石狩市花川南３条５丁目８番

レインボー薬局豊平町 北海道 札幌市豊平区美園12条6-3-7

有限会社月寒アサヒ薬局月寒店　 北海道 札幌市豊平区月寒中央通５丁目２－２６

有限会社月寒アサヒ薬局西岡店　 北海道 札幌市豊平区西岡４条１丁目１３－１

ツルハドラッグ中の島店　　 北海道 札幌市豊平区中の島二条５－９－１

ツルハドラッグ山の手店　　　　　　 北海道 札幌市西区山の手一条６丁目５６番２

レインボー薬局山の手店 北海道 札幌市西区山の手2条6-92-7

ツルハドラッグ琴似店　　　 北海道 札幌市西区琴似一条２－６－８

ツルハドラッグ琴似中央店　 北海道 札幌市西区琴似二条４丁目２番１号

ツルハドラッグ南８条店　　　　　　 北海道 札幌市中央区南８条西７丁目１０３７－２７

ツルハドラッグ旭ヶ丘８条店　　　　 北海道 札幌市中央区南八条西２４丁目２－１０

アサヒドラック行啓通店　　　　 北海道 札幌市中央区南１４条西９丁目１－１６

ツルハドラッグ北１２条店　　　　　 北海道 札幌市東区北十二条東８丁目１－１５

ツルハドラッグ北１８条東店　　　　 北海道 札幌市東区北１８条東１５丁目１番１０号

ツルハドラッグ元町駅前店　 北海道 札幌市東区北二十三条東１６丁目１－１１

ツルハドラッグ千歳新富店　　　　　 北海道 千歳市新富町１丁目５番１０

スギハラ薬局しなの薬局店　　　　　 北海道 千歳市信濃２丁目１番地

スギハラ薬局イオン千歳店　　　　　 北海道 千歳市栄町６丁目５１番地イオン千歳内１Ｆ

株式会社スギハラ　スギハラ薬局　　 北海道 千歳市千代田町３丁目６番地

ツルハドラッグ岩見沢大和店 北海道 岩見沢市大和一条８丁目３－１

ツルハドラッグ東野幌店　　 北海道 江別市東野幌本町３５番２

ツルハドラッグ大麻店　　　　　　　 北海道 江別市大麻東町１４－５

ツルハドラッグ長沼店　　　 北海道 夕張郡長沼町西１線北３

ツルハドラッグ旭川日赤前店 北海道 旭川市一条通１丁目３－２３２

ツルハドラッグ西店　　　　　　　　 北海道 旭川市四条通３丁目１６１６番１

ツルハドラッグ錦町店　　　　　　　 北海道 旭川市錦町１５丁目２９０３－２

ツルハドラッグ旭川大町３条店　　　 北海道 旭川市大町３条５丁目２３９７－１８

ツルハドラッグ神居３条店　 北海道 旭川市神居三条５丁目１－２



（有）コア商事　コアドラック　 北海道 美唄市西２条南２丁目５番１号

ツルハドラッグ滝川朝日町店 北海道 滝川市朝日町西２丁目１番３６号

ツルハドラッグ砂川店　　　 北海道 砂川市西一条南２丁目１番１号

ツルハドラッグ富良野緑町店　　　　 北海道 富良野市緑町１－１４

ツルハドラッグ富良野店　　 北海道 富良野市本町２－８

ツルハドラッグ留萌店　　　 北海道 留萌市花園町４丁目６番２１号

ツルハドラッグ羽幌店　　　 北海道 苫前郡羽幌町栄町１１７番地５

ツルハドラッグ１条店　　　 北海道 旭川市１条通２３丁目１１１－２４

ツルハドラッグ豊岡１２条店 北海道 旭川市豊岡十二条４丁目５－６

サンマルコ　　　　　　　　　　 北海道 旭川市南６条通１８丁目ウェスタン北彩都内

ツルハドラッグ東光５条店　 北海道 旭川市東光五条５丁目３－２

ツルハドラッグ赤平店　　　 北海道 赤平市赤平５４０－１

ツルハドラッグ永山７条店　 北海道 旭川市永山７条４－１００

ツルハドラッグ帯広西８条店　　　　 北海道 帯広市西８条南１０丁目１－１

ツルハドラッグ帯広北店　　 北海道 帯広市西十六条北１丁目１２－７８

ツルハドラッグ音更店　　　　　　　 北海道 河東郡音更町木野大通西１５丁目２－４

ＨＰ有限会社酒井天光堂薬局　　　　 北海道 河東郡上士幌町上士幌東３線２３７番地

ツルハドラッグニュータウン 北海道 帯広市西二十一条南３丁目４－７

ツルハドラッグ双葉店　　　 北海道 釧路市双葉町８－９

ツルハドラッグ新橋大通店　　　　　 北海道 釧路市新橋大通１丁目２番１７号

ツルハドラッグ中園店　　　 北海道 釧路市中園町１０番１１号

たかつ薬局　　　　　　　　　　 北海道 野付郡別海町別海西本町１６番地

ツルハドラッグ中標津東店　 北海道 標津郡中標津町東十八条南１１丁目１－１

しべつファーマシー　　　　　　 北海道 標津郡標津町北一条西５丁目１番２号

ファーマライズ陸別　　 北海道 足寄郡陸別町陸別原野分線５－５

ファーマライズ陸別　　 北海道 足寄郡陸別町字陸別原野分線５−５

なの花薬局北５条店　　　　　Ｓ 北海道 北見市北五条東３－２

ツルハドラッグ北見メッセ店 北海道 北見市中央三輪５丁目４２３番地５

ツルハドラッグ美幌店　　　 北海道 網走郡美幌町稲美８９－４

有限会社加藤信陽堂　　　　　　 北海道 網走郡津別町幸町５番地

ツルハドラッグ網走北店　　 北海道 網走市北四条西４丁目１－５

調剤ツルハＤ広域紋別病院前店　　　 北海道 紋別市落石町１丁目３番８８号

ツルハドラッグ紋別店　　　 北海道 紋別市緑町４丁目１５－２２

ツルハドラッグ名寄西４条店　　　　 北海道 名寄市西四条南６丁目７

レインボーフォレスト薬局 北海道 稚内市潮見3-6-31

ツルハドラッグ南稚内店　　 北海道 稚内市大黒２丁目３番地

ツルハドラッグ稚内新光店　 北海道 稚内市新光町１４８３番地８２

すずらん薬局音威子府支店　　　 北海道 中川郡音威子府村音威子府５０９－１４２

松原薬局　　　　　　　　　　　 北海道 斜里郡小清水町小清水４区

レインボー薬局　木下薬局 北海道 小樽市新富町１５番１４号

株式会社レインボー薬局港店　　 北海道 函館市亀田港町３９番１号

（有）サカイ薬局　　　　　　　 北海道 紋別郡湧別町中湧別中町

ツルハドラッグ大野店　　　 青森県 青森市金沢３丁目１２番２１号

ツルハドラッグ八戸市民病院前店　　 青森県 八戸市田向毘沙門前１０－５

ツルハドラッグ八戸諏訪店　　　　　 青森県 八戸市諏訪３丁目３番２０号

ツルハドラッグ十和田店　　 青森県 十和田市西十二番町１５番２６号

ツルハドラッグむつ店　　　 青森県 むつ市小川町１丁目９番３１号

ツルハドラッグ黒石店　　　 青森県 黒石市錦町８－６

ツルハドラッグ弘前豊原店　 青森県 弘前市豊原１丁目３－４

ツルハドラッグ上田店　　　 岩手県 盛岡市上田１ー３ー２６

スタイル薬局 岩手県 盛岡市青山三丁目6-2

ツルハドラッグ三本柳店　　 岩手県 盛岡市三本柳５地割２８ー２

ツルハドラッグ盛岡向中野店　　　　 岩手県 盛岡市向中野５丁目２９番３８号

株式会社村源　　　　　　　　　　　 岩手県 盛岡市肴町６－２

ツルハドラッグ江刺店　　　 岩手県 奥州市江刺区西大通り９－５

ツルハドラッグ大堤店　　　 岩手県 北上市大堤南１ー１ー２４

ツルハＤ花巻御田屋町店　　 岩手県 花巻市御田屋町４－３４

ツルハドラッグ紫波店　　　 岩手県 紫波郡紫波町高水寺大坊１８３－１

ツルハドラッグ釜石店　　　　　　　 宮城県 釜石市只越町２丁目４場１７号

ツルハドラッグ宮古中央店　 宮城県 宮古市保久田８番５号

ツルハドラッグ高田北店　　　　　　 宮城県 陸前高田市竹駒町滝の里１５－１

ツルハドラッグ利府店　　　 宮城県 宮城郡利府町利府新大谷地５３番地１

ツルハドラッグ中田店　　　 宮城県 仙台市太白区中田町法地北１９－１

ツルハドラッグ名取手倉田店　　　　 宮城県 名取市手倉田諏訪５６８番地

ツルハドラッグ角田中央店　　　　　 宮城県 角田市角田町２２２－２

ツルハドラッグ仙台泉中央店　　　　 宮城県 仙台市泉区中央３丁目３７番７

ツルハドラッグ明石南店　　 宮城県 仙台市泉区明石南３丁目４－４

ツルハドラッグあすと長町店　　　　 宮城県 仙台市太白区あすと長町４丁目３番５号

ツルハドラッグ仙台長町４丁目店　　 宮城県 仙台市太白区長町４丁目７－１８

ツルハドラッグ長町南店　　 宮城県 仙台市太白区長町南４丁目１２－２０



ツルハドラッグ仙台山田店　　　　　 宮城県 仙台市太白区山田上ノ台町１４番１６号

ツルハドラッグ小鶴新田店　 宮城県 仙台市宮城野区小鶴羽黒３２番１

ツルハドラッグ仙台鶴ケ谷店　　　　 宮城県 仙台市宮城野区鶴ケ谷２丁目８番１２号

ツルハドラッグ仙台二の森店　　　　 宮城県 仙台市宮城野区二の森１番１３号

ツルハドラッグ塩釜店　　　 宮城県 塩竃市藤倉２丁目１４番４２号

ツルハドラッグ多賀城店　　 宮城県 多賀城市高橋４丁目４番１号

ツルハドラッグ石巻中里店　　　　　 宮城県 石巻市南中里１丁目１０番５号

ツルハドラッグ大街道店　　 宮城県 石巻市大街道北３丁目１番７号

ツルハドラッグ石巻蛇田店　　　　　 宮城県 石巻市蛇田新丸井戸４４－１

ツルハドラッグ気仙沼東新城店　　　 宮城県 気仙沼市東新城２丁目６番５号

ツルハドラッグ宮城白石店　 宮城県 白石市大手町１番８号

ツルハドラッグ仙台愛子店　　　　　 宮城県 仙台市青葉区愛子東１丁目４－３４

ツルハドラッグ南吉成店　　 宮城県 仙台市青葉区南吉成３丁目１番２３号

ツルハドラッグ古川南店　　　　　　 宮城県 大崎市古川穂波７丁目２番１４号

ツルハドラッグ秋田広面北店 秋田県 秋田市広面蓮沼９４－１

ツルハドラッグ秋田御所野店　　　　 秋田県 秋田市御所野元町１丁目１番１７号

ツルハドラッグ湯沢大町店　　　　　 秋田県 湯沢市大町２丁目１番１０号

ツルハドラッグ能代北店　　　　　　 秋田県 能代市落合上前田１６１番地

ツルハドラッグ大館清水町店 秋田県 大館市清水５丁目１番５号

ツルハドラッグ山形小白川店 山形県 山形市あこや町２丁目１４番１１号

ツルハドラッグ山形嶋店　　 山形県 山形市島北４丁目２番１８号

ツルハドラッグ山形桜田店　　　　　 山形県 山形市桜田東４丁目９番１１号

ツルハドラッグ寒河江西店　　　　　 山形県 寒河江市寒河江塩水７１

ツルハドラッグ高畠店　　　　　　　 山形県 東置賜郡高畠町泉岡中道３９９

ツルハドラッグ天童店　　　 山形県 天童市貫津鍬ノ町２丁目２番３８号

ツルハドラッグ鶴岡南店　　 山形県 鶴岡市文園町５－６

ツルハドラッグ酒田店　　　 山形県 酒田市ゆたか２丁目１番１

ツルハドラッグみずほ店　　 山形県 酒田市亀ケ崎３丁目９－１１

ツルハドラッグ酒田南店　　 山形県 酒田市こがね町２丁目２７－３

ツルハドラッグ酒田曙町店　 山形県 酒田市曙町２丁目１７番１

ツルハドラッグ東根店　　　　　　　 山形県 東根市温泉町３丁目３番６号

ツルハドラッグ郡山片平店　　　　　 福島県 郡山市中ノ目１丁目１７番

ツルハドラッグ八山田店　　 福島県 郡山市喜久田町上田向２－１

ツルハドラッグ郡山駅東店　 福島県 郡山市向河原町４番４０号

ツルハドラッグ二本松店　　 福島県 二本松市若宮２丁目９５－２

ツルハドラッグ会津湯川店　 福島県 会津若松市湯川１－５８

ツルハドラッグ平窪店　　　　　　　 福島県 いわき市平下平窪山土内町１－１

くすりのマルト城東店　　　　 福島県 いわき市平城東３丁目１－１

ツルハドラッグいわき玉露店　　　　 福島県 いわき市泉玉露５丁目７－６

ツルハドラッグ内郷みまや店　　　　 福島県 いわき市内郷御厩町３丁目１２２

くすりのマルト中岡店　　　　 福島県 いわき市中岡町６－９－１２

くすりのマルト健康の森窪田店　　　 福島県 いわき市勿来町窪田十条３－１－３マルトＳＣ勿来十条内

くすりのマルト四倉店　　　　 福島県 いわき市四倉町１３８－４

東京堂薬局（行方市）　　　　　 茨城県 行方市芹沢１７４６－１

ツルハドラッグ勝田店　　　　　　　 茨城県 ひたちなか市青葉町３－１２

ツルハドラッグ常陸太田店　　　　　 茨城県 常陸太田市木崎二町１７２７－１

（有）可児薬局　　　　　　　　　　 茨城県 勝田郡勝央町勝間田７１２

ツルハドラッグ土浦小松店　 茨城県 土浦市小松１－４－２７

ツルハドラッグ守谷駅前店　　　　　 茨城県 守谷市中央１丁目２３番地３

マルトパワードラッグ那珂店　　　　 茨城県 那珂市菅谷千本杉６００－１

ツルハドラッグ茨城桜の郷店　　　　 茨城県 東茨城郡茨城町桜の郷３２９４－６

ＫＰくすりのライフ　　　　　　　　 茨城県 石岡市石岡３１６５－８

ツルハドラッグ北茨城店　　 茨城県 北茨城市中郷町上桜井細谷２８３０番地

ツルハドラッグ宇都宮野沢店　　　　 栃木県 宇都宮市野沢町５３－１

ツルハドラッグ宇都宮平松本町店　　 栃木県 宇都宮市平松本町１１３９－１

ＫＰマーシーズドラッグナガタ　　　 群馬県 太田市新田市野井町５９２－１３ニコモールＳセンター内

ＫＰくすりのエムズ　　　　　　　　 群馬県 館林市楠町３６４８－１

ＫＰドラックたむら　　　　　　　　 群馬県 利根郡みなかみ町布施２４５８－７

（有）オオミヤ薬局　　　　　　 埼玉県 川口市元郷３－１０－１２

グリーン薬局　　　　　　　　　 埼玉県 さいたま市岩槻区本町１－１６－７

ツルハドラッグ草加５丁目店　　　　 埼玉県 草加市草加５丁目１番９号

ＫＰヘルシードラック遠藤薬局　　　 埼玉県 幸手市北１－９－３０

ＫＰ福田薬品　　　　　　　　　　　 埼玉県 越谷市越ケ谷１－１３－２

東京生活館越谷店　　　　　　　 埼玉県 越谷市蒲生茜町１９－９テイジン蒲生ビューハイツ１Ｆ

藤の花薬局　　　　　　　　　　　　 埼玉県 春日部市粕壁１－６－５アーバンハイツ粕壁１Ｆ

たきざわ薬局　　　　　　　　　 埼玉県 春日部市緑町６－１－３

チューリップ薬局春日部中央店　　　 埼玉県 春日部市中央３ー１１ー２

飛鳥薬局　富士見町店　　　　　　　 埼玉県 加須市富士見町１４－２１

眞健堂薬局　　　　　　　　　　　　 埼玉県 羽生市西３ー２３ー１

ワカバ薬品　　　　　　　　　　 埼玉県 川越市熊野町９－３０



福永薬局　　　　　　　　　　　 埼玉県 川越市大袋新田３８２－８

土橋薬局　　　　　　　　　 埼玉県 行田市桜町２－２５－１３

ＫＰキク薬局　　　　　　　　　　　 埼玉県 上尾市瓦葺２７１６尾山台団地４－５－１０４

（有）ショッピングみどり　　　 千葉県 千葉市中央区富士見２丁目２５－１－Ｂ－２

ＫＰ若菜薬業株式会社　　　　　　　 千葉県 千葉市中央区南町２－１０

ツルハドラッグ蘇我駅前店　　　　　 千葉県 千葉市中央区南町２－１５－１９

ツルハドラッグ鎌取店　　　 千葉県 千葉市緑区おゆみ野３－４０－５

ツルハドラッグおゆみ野南店 千葉県 千葉市緑区おゆみ野南５－７－２

ツルハドラッグ初富本町店　 千葉県 鎌ケ谷市初富本町１丁目１番７号

すこやか薬局　　　　　　　　　 千葉県 船橋市二和東５－１－６

フィットドラッグ第一ターミナル 千葉県 成田市成田国際空港第三ターミナル本館２Ｆ

フィットドラッグ　成田第二免税 千葉県 成田市成田国際空港第一ターミナル３階出国エリア

ＫＰ　ＨＯＰ星野薬店　　　　 千葉県 市原市五井中央西２－１４－１１

ＫＰ　ＨＯＰホシノ５１号店　　　　 千葉県 市原市五井中央西２－２４－２３

ＫＰ　ＨＯＰホシノ薬品五井駅前店　 千葉県 市原市五井中央西２－７－１５

ツルハドラッグ茂原店　　　 千葉県 茂原市六ツ野３８７０

ツルハドラッグ君津店　　　　　　　 千葉県 君津市南子安６丁目５番１７号

お茶の水本店　　　　　　　 東京都 千代田区神田駿河台２－２－５

京橋一二三薬品　　　　　　　　 東京都 中央区京橋１－８－８

ツルハドラッグ白金台店　　 東京都 港区白金台３－１５－６マスレンビル１Ｆ

ツルハドラッグ高輪台店　　　　　　 東京都 港区高輪３丁目１０－１藤ビル住宅Ｂ１階

株式会社大木　大木ドラック　　　　 東京都 文京区音羽２－１－４

シバタ薬局音羽店　　　　　　　　　 東京都 文京区音羽２－５－１１ソファ音羽１０３

ツルハドラッグ東十条北口店　　　　 東京都 北区東十条３丁目１６番９号

ＫＰ武井薬局　　　　　　　　　　　 東京都 墨田区太平１－２２－１３

　ＮＩＳ日生薬局大井町店　　　 東京都 品川区東大井６－４－３

ＫＰキクヤ薬品　　　　　　　　　　 東京都 品川区南大井３－１２－１

Ｐザインドラックファイン　　　　　 東京都 大田区大森東１－２－２麻賀ビル１Ｆ

ツルハドラッグ梅屋敷店　　　　　　 東京都 大田区大森西６ー１１ー１６

ツルハドラッグ蒲田店　　　　　　　 東京都 大田区西蒲田７－６１－１

ＫＰ大門薬品　　　　　　　　　　　 東京都 大田区蒲田４丁目１０番１４号あすとウィズ

カメガヤＦケアデポ田園調布南店　　 東京都 大田区田園調布南２０番地３号

Ｐザインナガエ薬局　　　　　　　　 東京都 大田区久が原２－１５－１０

ＫＰ一二三薬局　Ｎ（渋谷）　　　　 東京都 渋谷区本町２－２７－１

目黒本町薬局　　　　　　　　　 東京都 目黒区目黒本町６－６－５

ツルハドラッグ都立大学店　　　　　 東京都 目黒区中根１－３－９

佐々浪ＰＨ玉川高島屋店　　　　 東京都 世田谷区玉川３－１７－１玉川高島屋ＳＣ南館４Ｆ

ツルハドラッグ新宿上落合店 東京都 新宿区上落合３－８－２５ＦＬＡＮＰビル１階

ツルハドラッグ南池袋店　　 東京都 豊島区南池袋３－９－５

ツルハドラッグ小竹向原店　 東京都 板橋区向原３丁目１０－６ＮＥＭ．ＢＬＤ１階

ツルハドラッグ練馬南田中店　　　　 東京都 練馬区南田中３丁目１７番２４号

日本調剤花小金井薬局　　　　　　　 東京都 小平市花小金井６－１－１

ＫＰはちみつ薬局　　　　　　　　　 東京都 八王子市子安町３－６－７

カメガヤフィットケアデポ本町田店　 東京都 町田市本町田２９２５

龍生堂５番永山店　　　　　　　　　 東京都 多摩市永山１－４

ツルハドラッグフレスポ若葉台店　　 東京都 稲城市若葉台２丁目４番２フレスポ若葉台１Ｆ

ケミカル薬局浅草店　　　　　　 東京都 台東区西浅草２－６－９

カメガヤフィットケアデポ川崎ダイス 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町８番地川崎ダイス１階

カメガヤフィットケアデポ下小田中店 神奈川県 川崎市中原区下小田中６－２４－１

ツルハドラッグ新城駅前店　 神奈川県 川崎市中原区上新城２－１４－２３アドヴァンススクエ

カメガヤフィットケアデポ上小田中店 神奈川県 川崎市中原区上小田中６－１１－８

カメガヤＦケアエクスプレス新川崎店 神奈川県 川崎市幸区鹿島田１－１－３新川崎スクエア１階マルエツ店内

カメガヤフィットケアデポ明津店　　 神奈川県 川崎市高津区明津２４０

カメガヤフィットケアデポ野川店　　 神奈川県 川崎市高津区野川３７０３

カメガヤフィットケアデポ久末店　　 神奈川県 川崎市高津区野川３９３１－１

カメガヤフィットケアデポ登戸店　　 神奈川県 川崎市多摩区登戸５４３－１

カメガヤフィットケアデポ長沢店　　 神奈川県 川崎市多摩区長沢４－３８－２

ツルハドラッグ栗平駅前店　　　　　 神奈川県 川崎市麻生区白鳥３－５－５ガーデンヒルズ白鳥１Ｆ

コーナン宮前上野川店　　　　　　　 神奈川県 川崎市宮前区野川１６番地１

フィットケアデポ東名川崎店薬局　　 神奈川県 川崎市宮前区土橋２ー１７ー７

カメガヤフィットケアデポ菅生店　　 神奈川県 川崎市宮前区菅生５丁目１－２２

ＫＰくすりの北井　　　　　　　　　 神奈川県 横浜市西区高島２－１９－１２スカイビル１Ｆ

カメガヤフィットケアデポ西寺尾店　 神奈川県 横浜市神奈川区西寺尾２－１８－１１

カメガヤフィットケアデポ羽沢店　　 神奈川県 横浜市神奈川区羽沢町１７４５番地

カメガヤフィットケアデポ菅田店　　 神奈川県 横浜市神奈川区菅田町１８００番地

カメガヤフィットケアデポ西菅田店　 神奈川県 横浜市神奈川区菅田町３４５

カメガヤフィットケアデポ片倉店　　 神奈川県 横浜市神奈川区片倉２－７０９－２

ツルハドラッグ岸根公園店　 神奈川県 横浜市港北区篠原町１１１３－６

フィットケアデポ新横浜駅ビル店薬局 神奈川県 横浜市港北区篠原町２９３７番地

フィットケアデポ岸根店薬局　　　　 神奈川県 横浜市港北区新横浜１ー１ー１



フィットケアデポ新横浜店薬局　　　 神奈川県 横浜市港北区新横浜２ー１２ー４

カメガヤエクスプレスＤＳＭ新横浜店 神奈川県 横浜市港北区新横浜２－６－３ＤＳＭ新横浜ビル１Ｆ

カメガヤフィットケアデポペペＢ１店 神奈川県 横浜市港北区新横浜３ー４プリンスホテルペペＢ１店

カメガヤフィットケアデポ篠原店　　 神奈川県 横浜市港北区岸根町４３８ー１

カメガヤフィットケアデポ綱島東店　 神奈川県 横浜市港北区綱島東５－８－４５

カメガヤフィットケアデポ北綱島店　 神奈川県 横浜市港北区綱島西５－１９－４

カメガヤフィットケアデポ新吉田東店 神奈川県 横浜市港北区新吉田東８丁目２８－４３

カメガヤフィットケアデポ日吉東急店 神奈川県 横浜市港北区日吉２ー１ー１日吉東急百貨店地下１階

カメガヤフィットケアデポ日吉５丁目 神奈川県 横浜市港北区日吉５丁目２１番１号

カメガヤフィットケアデポ高田西店　 神奈川県 横浜市港北区高田西１－１６－２８

フィットケアデポノースポートモール 神奈川県 横浜市都筑区中川中央１－２５－１１Ｆ

カメガヤフィットケアデポ荏田東店　 神奈川県 横浜市都筑区荏田東４－４－１

フィットケアデポ　中川店　　　　　 神奈川県 横浜市都筑区牛久保西２ー１

カメガヤ北山田店　　　　　　 神奈川県 横浜市都筑区北山田１ー１ー５２

カメガヤフィットケアデポセンター南 神奈川県 横浜市都筑区茅ケ崎中央１－１センター南駅構内

カメガヤフィットケアデポ仲町台店　 神奈川県 横浜市都筑区仲町台１ー２５

カメガヤフィットケアデポ池辺町店　 神奈川県 横浜市都筑区池辺町４２２８

カメガヤＦケアＥＸたまプラーザ駅前 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘２丁目１４－１ＫＭビル１Ｆ

フィットケアデポ荏田２４６店薬局　 神奈川県 横浜市青葉区荏田町４２４ー３

カメガヤフィットケアデポ北すすき野 神奈川県 横浜市青葉区すすき野３－７－９

カメガヤフィットケアデポ市ヶ尾店　 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町１１５４ー２市ヶ尾プラーザ１階

カメガヤフィットケアデポ中山店　　 神奈川県 横浜市緑区中山町８８３－１

ツルハドラッグ中山店　　　　　　　 神奈川県 横浜市緑区台村町３５０

カメガヤＦケアデポ長津田みなみ店　 神奈川県 横浜市緑区長津田みなみ台１丁目５番４

カメガヤフィットケアデポ梅ヶ丘店　 神奈川県 横浜市青葉区梅が丘３４ー５

カメガヤフィットケアデポしらとり台 神奈川県 横浜市青葉区しらとり台３５ー１

カメガヤフィットケアデポ田奈店　　 神奈川県 横浜市青葉区田奈町７６ー１

クスリスーパー２４座間店　　　　　 神奈川県 座間市座間１ー４２０２ー１

カメガヤフィットケアデポ国道店　　 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央５丁目２５番３号

カメガヤフィットケアデポ二ツ池店　 神奈川県 横浜市鶴見区駒岡１－２３－３

カメガヤフィットケアデポ駒岡店　　 神奈川県 横浜市鶴見区駒岡５丁目１番１９号

フィットケアデポ馬車道店薬局　　　 神奈川県 横浜市中区尾上町５丁目７７番地２

カメガヤフィットケアデポ関内駅前店 神奈川県 横浜市中区港町２－９関内駅前第二ビル１Ｆ

カメガヤＦケアデポシルクセンター店 神奈川県 横浜市中区山下町１番地

カメガヤＦケアＥＸプレス桜木町店　 神奈川県 横浜市中区桜木町１－１

ツルハドラッグ横浜日ノ出町駅前店　 神奈川県 横浜市中区日ノ出町１丁目２００番日ノ出サスアス１０３号

カメガヤフィットケアデポ笹下店　　 神奈川県 横浜市港南区笹下４ー２ー３

駅前薬局　　　　　　　　　　　 神奈川県 横浜市磯子区森３－１８－８

カメガヤフィットケアデポ富岡西店　 神奈川県 横浜市金沢区富岡西７－１５－２０

Ｐ新生会ぼうしゅうや薬局　　　　　 神奈川県 三浦市南下浦町上宮田３２５７

ツルハドラッグ南林間駅前店　　　　 神奈川県 大和市林間２丁目１－１南林間リバゲイン１階

カメガヤフィットケアデポ鶴間店　　 神奈川県 大和市鶴間２－１３－３４

ツルハドラッグ大和駅前店　　　　　 神奈川県 大和市大和東１丁目２－１大和スカイビル１Ｆ

ツルハドラッグ海老名駅前店　　　　 神奈川県 海老名市中央１丁目４番３１号海老名プラザビル

カメガヤＦケアエクスプレス旭町通店 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町１１６番３８戸塚ガーデンプラザ１０１号室

カメガヤエクスプレス東戸塚店　　　 神奈川県 横浜市戸塚区品濃町５１５－１Ｎシティ東戸塚南の街１号館１０７号

ツルヤ薬局　　　　　　　　　　 神奈川県 横浜市泉区緑園６－１－１９

カメガヤフィットケアデポ上矢部店　 神奈川県 横浜市戸塚区上矢部町１８５２番１

カメガヤフィットケアデポ阿久和南店 神奈川県 横浜市瀬谷区阿久和南４－１９－２９

カメガヤフィットケアデポ鍛冶ケ谷店 神奈川県 横浜市栄区鍛冶ケ谷２－５２

カメガヤフィットケアデポ鎌倉今泉　 神奈川県 鎌倉市今泉１－１５－１

ＫＰ夏目薬局　　　　　　　　 神奈川県 小田原市栄町１－１４－９

大島薬局ライフピア店　　　　　　　 神奈川県 藤沢市大庭５０６１－２

ツルハドラッグ善行駅前店　　　　　 神奈川県 藤沢市善行１丁目２５－１ロイヤル２ビル１Ｆ

ツルハドラッグ相模原矢部店　　　　 神奈川県 相模原市中央区矢部４丁目１４－９

ツルハドラッグ淵野辺駅前店 神奈川県 相模原市中央区鹿沼台２－２１－１

カメガヤフィットケアデポ相模大野店 神奈川県 相模原市南区豊町１４－５

ツルハドラッグ古淵店　　　 神奈川県 相模原市南区古淵２ー１６ー１セントラル喜和１階

ツルハドラッグ六会駅前店　 神奈川県 藤沢市亀井野２－２－３ポロニア１階

みやま薬局本店　　　　　　　　 神奈川県 平塚市黒部丘２－５２

ＫＰひかり薬局　　　　　　　 神奈川県 平塚市花水台２９－８

ＫＰ笹尾薬品　　　　　　　　　　　 神奈川県 中郡大磯町月京２９－７

シオンドラッグ大磯国府店　　　 神奈川県 中郡大磯町月京３－２５

ドラッグストアコメヤ駅西店　　　　 石川県 金沢市西念２丁目１番９号

小立野台コメヤ薬局　　　　　　　　 石川県 金沢市小立野２丁目４２－３６

月橋コメヤ薬局　　　　　　　　　　 石川県 白山市月橋町４１４番地

コメヤ薬局鶴来本店　　　　　　　　 石川県 白山市鶴来本町２丁目ワ４３番地

水戸町コメヤ薬局　　　　　　　　　 石川県 白山市鶴来水戸町ノ５９－１

コメヤ薬局安養寺店　　　　　　　　 石川県 白山市安養寺町ロ３－１

かわちコメヤ薬局　　　　　　　　　 石川県 白山市河内町きりの里６４番地



県庁前コメヤ薬局　　　　　　　　　 石川県 金沢市西都１丁目６２番地

ドラッグストアコメヤアピタ金沢店　 石川県 金沢市中村町１０番２０号アピタ金沢店内

ドラッグストアコメヤ泉店　　　　　 石川県 金沢市泉２丁目６１番地

プリスケア薬局　　　　　　　　　　 石川県 金沢市窪４丁目５０６番地

高尾コメヤ薬局　　　　　　　　　　 石川県 金沢市高尾南３丁目１７番地

久安コメヤ薬局　　　　　　　　　　 石川県 金沢市久安２丁目２３５

コメヤ薬局御経塚店　　　　　　　　 石川県 野々市市御経塚３丁目１２８番地

野々市三納コメヤ薬局　　　　　　　 石川県 野々市市中南部土地区画整理事業１０街区１５

ＤＳコメヤアビオシティ加賀店　　　 石川県 加賀市作見町ル２５－１アビオシティ加賀内

山島台コメヤ薬局　　　　　　　　　 石川県 白山市山島台６丁目１番地

ドラッグストアコメヤ根上店　　　　 石川県 能美市大成町ト１０番地

ドラッグストアコメヤかほく店　　　 石川県 かほく市木津ハ２３－１

ツルハドラッグ甲府富士見店　　　　 山梨県 甲府市富士見１丁目６番１３号

調剤薬局ツルハドラッグ山梨中央店　 山梨県 中央市下河東４００

ツルハドラッグ佐久岩村田店 長野県 佐久市岩村田２１０３番

ドラッグコスコ戸倉店　　　　　　　 長野県 千曲市内川堀田久保８０７－１

ドラッグコスコ茅野店　　　　　　　 長野県 茅野市本町４９９２－６

ドラッグコスコ富士見店　　　　　　 長野県 諏訪郡富士見町落合三ノ沢１０４０６－１

杏林堂スーパーＤＳ富士松岡店　　　 静岡県 富士市松岡３－１５－８

杏林堂スーパーＤＳ富士厚原店　　　 静岡県 富士市厚原１２４１

杏林堂スーパーＤＳ静岡千代田店　　 静岡県 静岡市葵区千代田６－２９－２３

杏林堂スーパーＤＳ静岡松富店　　　 静岡県 静岡市葵区松富２丁目１－６２

杏林堂スーパーＤＳ静岡小鹿店　　　 静岡県 静岡市駿河区小鹿２２８－１

杏林堂薬局スーパーＤＳ清水区三保店静岡県 静岡市清水区三保１１１－２

杏林堂スーパーＤＳ焼津与惣次店　　 静岡県 焼津市与惣次１９７－１

杏林堂スーパーＤＳ藤枝青島店　　　 静岡県 藤枝市下青島１０５２－１

杏林堂ＤＳ藤枝清里店　　　　 静岡県 藤枝市清里１－１－１

杏林堂薬局名塚店　　　　　　 静岡県 浜松市中区名塚町２８２－２

杏林堂薬局芳川店　　　　　　 静岡県 浜松市南区四本松町４６０－１

杏林堂スーパーＤＳ新津店　　　　　 静岡県 浜松市中区新津町５８３

杏林堂薬局新新居店　　　　　 静岡県 湖西市新居町中之郷２６５４－１

杏林堂スーパーＤＳ鷲津店　　　　　 静岡県 湖西市鷲津１０９５

杏林堂スーパーＤＳ中郡店　　　　　 静岡県 浜松市東区中郡町１８２２

杏林堂薬局西伊場店　　　　　 静岡県 浜松市中区西伊場町４８－２４

杏林堂薬局志都呂店　　　　　 静岡県 浜松市西区志都呂町１丁目１番１号

杏林堂スーパーＤＳ姫街道店　　　　 静岡県 浜松市中区葵西３丁目６－１

杏林堂ドラックストア小豆餅店 静岡県 浜松市中区小豆餅４－１７－１５

杏林堂スーパーＤＳ於呂店　　　　　 静岡県 浜松市浜北区於呂３９６０

杏林堂スーパーＤＳ和田店　　　　　 静岡県 浜松市東区和田町２２０－１

杏林堂ドラックストア天王店　　　　 静岡県 浜松市東区天王町１５１７－１

杏林堂ピーワンプラザ天王店　 静岡県 浜松市東区天王町１９８２－３

杏林堂スーパーＤＳ掛川花鳥園前店　 静岡県 掛川市南西郷４２４－１

杏林堂薬局掛川葛ヶ丘店　　　 静岡県 掛川市葛ヶ丘３－３番地－１

杏林堂薬局袋井旭町店　　　　 静岡県 袋井市旭町２ー２ー１

杏林堂スーパーＤＳ袋井下山梨店　　 静岡県 袋井市下山梨１９５２－４

杏林堂薬局浜岡店　　　　　　 静岡県 御前崎市池新田４３５９－１

杏林堂スーパーＤＳ豊田小立野店　　 静岡県 磐田市小立野２２０

杏林堂スーパーＤＳ静岡登呂店　　　 静岡県 静岡市駿河区登呂１丁目１８－３８

杏林堂薬局上岡田店　　　　　 静岡県 磐田市中泉８０５

杏林堂薬局西鹿島駅前店　　　 静岡県 浜松市浜北区上島２３４５－５８５

山口旭薬局支店　　　　　　　　　　 愛知県 安城市大東町１１ー２９

弥富薬局　　　　　　　　　ＮＯ 愛知県 名古屋市瑞穂区弥富通５丁目５３番地

ツルハドラッグ日進赤池店　　　　　 愛知県 日進市赤池３丁目２００１番地

ファインズファルマ知立店　　　　　 愛知県 知立市長篠町大山１８番地ギァラリエアピタ知立店１Ｆ

ツルハドラッグ春日井篠木店　　　　 愛知県 春日井市篠木町７丁目１８番地２２

ツルハドラッグ春日井柏原店　　　　 愛知県 春日井市柏原町２丁目８４

ツジ薬局本郷店　　　　　　　　　　 愛知県 あま市本郷柿ノ木１２２

くすりのレディＬ　阿波池田店　　　　　　　　　　愛知県 三好市池田町サラダ１６１２－２

なの花薬局清水店　　　　　　　 三重県 四日市市清水町１－１１サンモール清水

ツルハドラッグ湖南岩根店　　　　　 滋賀県 湖南市岩根徳行４５８０

カナリヤ薬品　　　　　　　　　 京都府 亀岡市古世町２－４－１

ツルハドラッグ蒲生４丁目駅前店　　 大阪府 大阪市城東区中央１－１３－１８

ツルハドラッグ生野田島店　　　　　 大阪府 大阪市生野区田島５丁目８番３２号

パーシャル会矢田駅前薬局　　　　　 大阪府 大阪市東住吉区照ケ丘矢田３－４－３３

パーシャル会あゆ夢薬局　　　　　　 大阪府 大阪市平野区瓜破２ー１ー１６油谷マンション１階

阪神薬局いわふね店　　　　　　　　 大阪府 交野市森北１丁目１８－１１

パーシャル会ミルキー薬局　　　　　 大阪府 東大阪市長田中１－４－２３

コーナン外環新石切店　　　　　　　 大阪府 東大阪市弥生町１６番１２号

ダイコクドラッグひまわり薬店　　　 大阪府 高石市綾園４丁目９－９

パーシャル会西野ハート薬局　　　　 大阪府 伊丹市西野２－３



くすりのレディ洲本店　　　　　　　 兵庫県 洲本市下加茂１－１－１４

くすりのレディ淡路えなみ店　　　　 兵庫県 南あわじ市榎列小榎列１８番地

コーナン杭瀬店　　　　　　　　　　 兵庫県 尼崎市梶ヶ島１９－１

ツルハドラッグ尼崎武庫元町店　　　 兵庫県 尼崎市武庫元町１丁目２１番１１号

アマゾンジャパン西宮Ｃ期限管理　　 兵庫県 西宮市鳴尾浜１－２０－２

ツルハドラッグ甲子園店　　　　　　 兵庫県 西宮市甲子園浦風町６番１号

ツルハドラッグ宝塚末成店　　　　　 兵庫県 宝塚市末成町３９番５号

ツルハドラッグ南花屋敷店　　　　　 兵庫県 川西市南花屋敷３丁目１６番９号

ヒラノ薬店　　　　　　　　　　　　 鳥取県 鳥取市川端１丁目１０２

ドラックストアーエース興南町店　　 鳥取県 鳥取市興南町３９－２

ＤＳエーススーパーモール鳥取店　　 鳥取県 鳥取市古海５９０－１

（有）家森薬品　　　　　　　　 鳥取県 東伯郡琴浦町赤碕１１４４－１

母里順天堂薬房　　　　　　　　　　 島根県 出雲市平田町１０４９

加藤薬品平田店　　　　　　　　 島根県 出雲市平田町２３９０グッディー平田店内

ハロー益田ＳＣ店　　　　　　　　　 島根県 益田市常盤町４－３８

ダイコクドラッグ岡山駅前町薬店　　 岡山県 岡山市北区駅前町１ー２ー１９

くすりのレディ西崎店　　　　　　　 岡山県 岡山市北区西崎１丁目２番３２号

ダイコクドラッグ岡山表町薬店　　　 岡山県 岡山市北区表町１ー１０ー２５サンプラザビル１Ｆ

同前薬品　　　　　　　　　　　　　 岡山県 岡山市北区東古松南町４８０ー１３

備交堂　　　　　　　　　　　　　　 岡山県 岡山市北区奥田２丁目４ー１

サニー薬局　　　　　　　　　　　　 岡山県 岡山市北区中仙道１丁目２番１号

くすりのレデイ撫川店　　　　　　　 岡山県 岡山市北区撫川１４５７番地２

岡本薬局　　　　　　　　　　　　　 岡山県 瀬戸内市邑久町豊原３３９－２

生田薬局　　　　　　　　　　　　　 岡山県 岡山市南区築港新町１丁目１８－５

古京薬局　　　　　　　　　　　　　 岡山県 岡山市中区森下町６丁目１

（有）山本薬局　　　　　　　　　　 岡山県 美作市栄町１８３

大手町メディカルファラオ　　　　　 岡山県 津山市東一宮２ー１６

小原薬局　　　　　　　　　　　　　 岡山県 和気郡和気町和気６５２

ワカバ薬局（八王寺）　　　　　　　 岡山県 倉敷市八王寺６７ー１０

仁科百貨店薬品部笠岡店　　　　　　 岡山県 笠岡市富岡９丁目１２９ー１

（有）つむら薬局　　　　　　　　　 岡山県 真庭市下呰部４５１番地１

有限会社長綱薬局　　　　　　　　　 岡山県 真庭市蒜山上長田４８８－４

くすりのレディ鴨方店　　　　　　　 岡山県 浅口市鴨方町鴨方１５２４番地１

（有）よしだ薬局リブ店　　　　　　 岡山県 総社市門田１８７リブ２１１Ｆ

やまて薬品　　　　　　　　　　　　 岡山県 総社市地頭片山５－３

くすりのレディ神辺店　　　　　　　 広島県 福山市神辺町新道上２丁目１０－２６

くすりのレディＭ　グラン三原店　　　　　　　　　広島県 三原市円一町１丁目１番７号

くすりのレディフジ竹原店　　　　　 広島県 竹原市下野町３３０８番地

かもがわ薬局　　　　　　　　　　　 広島県 竹原市竹原町２２１９番地ケアビレッジかもがわ

いづは産業有限会社　　　　　　　　 広島県 三次市三良坂町上本町７７１

有限会社こころ　　　　　　　　　　 広島県 庄原市西城町大佐７４１ー１

赤松薬局　　　　　　　　　　　　　 広島県 広島市中区本通８ー２９

くすりのレディＭ　広島店　　　　　　　　　　　　広島県 広島市中区宝町２番１号

くすりのレディ川内店　　　　　　　 広島県 広島市安佐南区川内６丁目２７－２５

くすりのレディＭ　緑井店　　　　　　　　　　　　広島県 広島市安佐南区緑井１丁目５番２号

くすりのレディＬ　長楽寺店　　　　　　　　　　　広島県 広島市安佐南区長楽寺１丁目３番１６

くすりのレディＬ　毘沙門店　　　　　　　　　　　広島県 広島市安佐南区毘沙門台２丁目４３番１２号

くすりのレディＬ　上安店　　　　　　　　　　　　広島県 広島市安佐南区上安１丁目５番２１号

くすりのレディＭ　安芸店　　　　　　　　　　　　広島県 安芸郡坂町北新地２丁目３番３０号

くすりのレディＬ　五日市店　　　　　　　　　　　広島県 広島市佐伯区五日市７丁目３番１５号

くすりのレディ南観音店　　　　　　 広島県 広島市西区南観音町８丁目４－１７

くすりのレディ庚午南店　　　　　　 広島県 広島市西区庚午南２丁目３４－２１

レディ薬局井口店　　　　　　　　　 広島県 広島市西区井口５丁目１９番８号

くすりのレディＭ　井口店　　　　　　　　　　　　広島県 広島市西区井口台２丁目２３番２４号

くすりのレディ海田店　　　　　　　 広島県 安芸郡海田町南本町１番３号

くすりのレディＬ　矢野駅前店　　　　　　　　　　広島県 広島市安芸区矢野西４丁目３番１５－１０１

くすりのレディ広古新開店　　　　　 広島県 呉市広古新開３丁目５番３３号

くすりのレディＭ　ナタリー店　　　　　　　　　　広島県 廿日市市阿品３丁目１番１号

くすりのレディ東広島店　　　　　　 広島県 東広島市西条町御薗宇４３０２番地

くすりのレディＬ　広島西条店　　　　　　　　　　広島県 東広島市西条町寺家６５８６－１２

くすりのレディ下見店　　　　　　　 広島県 東広島市西条町下見４６２５－１

くすりのレディＭ　高陽店　　　　　　　　　　　　広島県 広島市安佐北区亀崎１丁目１番６号

くすりのレディ黒瀬店　　　　　　　 広島県 東広島市黒瀬町上保田７２番地１

くすりのレディ南岩国店　　　　　　 山口県 岩国市南岩国町３丁目２２番６３号

神女薬局　　　　　　　　　　　 山口県 周南市久米３２００－５

サンセル薬局ＯＴＣ　　　　　　　　 山口県 山口市駅通２丁目３ー３

くすりのレディ吉敷店　　　　　　　 山口県 山口市吉敷中東２丁目１番２１号

くすりのレディ宇部店　　　　　　　 山口県 宇部市東見初町１番６６－４号

薬進会佐村薬局　　　　　　　　　　 山口県 宇部市中央町２丁目６ー１０

くすりのレディ西宇部店　　　　　　 山口県 宇部市際波新田１３１２－１



セブン田宮店　　　　　　　　　　　 徳島県 徳島市北田宮４－５－１５

くすりのレディＬ　矢三店　　　　　　　　　　　　徳島県 徳島市南矢三町２丁目１番６４号

くすりのレディＬ　田宮街道店　　　　　　　　　　徳島県 徳島市吉野本町４丁目６番３号

（有）三谷薬局　　　　　　　　　　 徳島県 徳島市幸町３ー３７

　サトウ薬局　　　　　　　　　 徳島県 徳島市大和町１－２－１

くすりのレディＬ　末広店　　　　　　　　　　　　徳島県 徳島市末広３丁目２番１号

くすりのレディＬ　新浜店　　　　　　　　　　　　徳島県 徳島市西新浜町１丁目１番１号

ウイズ　スマイル山城店　　 徳島県 徳島市山城町西浜傍示１８４

くすりのレディＬ　八万店　　　　　　　　　　　　徳島県 徳島市南二軒屋町２丁目４番２８号

パーシャル会足立薬局　　　　　　　 徳島県 徳島市八万町大坪１７３－７

セブン八万店　　　　　　　　　　　 徳島県 徳島市八万町大坪５４－１

アイ　川内店　　　　　　　 徳島県 徳島市川内町平石住吉３２０－１

くすりのレディＭ　北島店　　　　　　　　　　　　徳島県 板野郡北島町鯛浜西ノ須１７４番地

くすりのレディＬ　北島店　　　　　　　　　　　　徳島県 板野郡北島町鯛浜西中野９７番地

くすりのレディＬ　藍住店　　　　　　　　　　　　徳島県 板野郡藍住町勝瑞西地１１６番地

くすりのレディＬ　阿波吉野店　　　　　　　　　　徳島県 阿波市柿原北二条１４７番地１

くすりのレディＬ　鳴門店　　　　　　　　　　　　徳島県 鳴門市撫養町黒崎松島２２２番地

くすりのレディＬ　小松島店　　　　　　　　　　　徳島県 小松島市小松島町若井崎１０－８

ツヅキ薬局　　　　　　　　　　　　 徳島県 小松島市小松島町領田２０

セブンよこす店　　　　　　　　　　 徳島県 小松島市横須町１１－２３

くすりのレディ江田店　　　　　　　 徳島県 小松島市中田町出口２６番地

くすりのレディＬ　羽ノ浦店　　　　　　　　　　　徳島県 小松島市大林町高橋５１番地

セブン津乃峰店　　　　　　　　　　 徳島県 阿南市津乃峰町長浜４６２

セブン橘店　　　　　　　　　　　　 徳島県 阿南市橘町幸野４０

セブン上中店薬品部　　　　　　　　 徳島県 阿南市上中町岡４９６

くすりのレディＬ　国府店　　　　　　　　　　　　徳島県 徳島市国府町府中８１４番１

くすりのレディ貞光店　　　　　　　 徳島県 美馬郡つるぎ町貞光大須賀２７番地１

三谷薬局渭北店　　　　　　　　　　 徳島県 徳島市吉野本町１－１３

三谷　藍住店　　　　　　　 徳島県 板野郡藍住町奥野和田１１８－８

くすりのレディＬ　扇町店　　　　　　　　　　　　香川県 高松市扇町２丁目１１番８号

Ｎパーシャル会吉原薬局　　　　　　 香川県 高松市福岡町２丁目２４－３０

くすりのレディＬ　今里店　　　　　　　　　　　　香川県 高松市今里町２丁目１０－１８

くすりのレディＬ　木太店　　　　　　　　　　　　香川県 高松市木太町５０３４番地２

くすりのレディＬ　春日店　　　　　　　　　　　　香川県 高松市春日町５７１番地１

くすりのレディＬ　屋島西店　　　　　　　　　　　香川県 高松市屋島西町１９８１番１

くすりのレディＬ　牟礼店　　　　　　　　　　　　香川県 高松市牟礼町牟礼９９８番地１

くすりのレディ林店　　　　　　　　 香川県 高松市林町１１８３番地

くすりのレディＬ　十川店　　　　　　　　　　　　香川県 高松市十川東町５５番地１

くすりのレディＬ　川島店　　　　　　　　　　　　香川県 高松市川島東町２４９番地１

くすりのレディ三木店　　　　　　　 香川県 木田郡三木町平木４５番地１

くすりのレディ浅野店　　　　　　　 香川県 高松市香川町浅野１０３１番地９

くすりのレディＬ　綾川店　　　　　　　　　　　　香川県 綾歌郡綾川町萱原７４５番地１

くすりのレディＬ　小豆島店　　　　　　　　　　　香川県 小豆郡土庄町渕崎甲１４４７－１

くすりのレディＬ　香西店　　　　　　　　　　　　香川県 高松市香西南町４６６－１

くすりのレディＬ　円座店　　　　　　　　　　　　香川県 高松市円座町１０３７番地１

くすりのレディ太田店　　　　　　　 香川県 高松市太田下町３００４番地１４

くすりのレディ太田上町店　　　　　 香川県 高松市太田上町５０３番地１

くすりのレディ仏生山店　　　　　　 香川県 高松市仏生山町甲９７６番地１

くすりのレディ寺井店　　　　　　　 香川県 高松市寺井町９７１番地１

くすりのレディＬ　坂出店　　　　　　　　　　　　香川県 坂出市江尻町１３００－１

くすりのレディＬ　坂出南店　　　　　　　　　　　香川県 坂出市川津町４８９４－１

くすりのレディ坂出中央店　　　　　 香川県 坂出市寿町２丁目６番３５号

ザグザグ丸亀中府店　　　　　　　　 香川県 丸亀市中府町１丁目３－１

くすりのレディＬ　丸亀中央店　　　　　　　　　　香川県 丸亀市中府町１丁目６番２８号

くすりのレディＬ　丸亀土器店　　　　　　　　　　香川県 丸亀市飯野町西分甲５８４番地１

くすりのレディＬ　丸亀店　　　　　　　　　　　　香川県 丸亀市川西町南１２８０番地１

くすりのレディＬ　多度津店　　　　　　　　　　　香川県 仲多度郡多度津町北鴨２丁目１－１０

くすりのレディＬ　善通寺店　　　　　　　　　　　香川県 善通寺市上吉田町５６４－１

くすりのレディＬ　高瀬店　　　　　　　　　　　　香川県 三豊市高瀬町上高瀬１４５５番地

くすりのレディＬ　観音寺店　　　　　　　　　　　香川県 観音寺市植田町１７１４番１

くすりのレディＬ　国分寺店　　　　　　　　　　　香川県 高松市国分寺町新名６４４番地１

くすりのレディＬ　宇多津店　　　　　　　　　　　香川県 綾歌郡宇多津町浜六番丁８３－２

ＰＩＣＡＳＯ詫間店　　　　　　　　 香川県 三豊市詫間町詫間６７８１－２

くすりのレディＬ　詫間店　　　　　　　　　　　　香川県 三豊市詫間町詫間６７８４番地８

くすりのレディＬ　志度店　　　　　　　　　　　　香川県 さぬき市志度１０２０番地１

くすりのレディＬ　Ｐ志度店　　　　　　　　　　　香川県 さぬき市志度２４３１番地１

くすりのレディＬ　長尾店　　　　　　　　　　　　香川県 さぬき市長尾西仲１００２番地３

くすりのレディ東かがわ店　　　　　 香川県 東かがわ市湊８５２番地

ツルハドラッグ大曲福田店　　　　　 愛媛県 大仙市福田町２２番２３－６

くすりのレディＬ　湊町店　　　　　　　　　　　　愛媛県 松山市湊町４丁目７番地２０



くすりのレディＬ　竹原店　　　　　　　　　　　　愛媛県 松山市湊町８丁目１１０－１

くすりのレディ　小栗店　　　　　　 愛媛県 松山市小栗町３丁目２番３８号

くすりのレディ余戸店　　　　　　　 愛媛県 松山市余戸中４－９－１０

くすりのレディ南江戸店　　　　　　 愛媛県 松山市南江戸３丁目３番１号

レデイ薬局新空港通り店　　　　　　 愛媛県 松山市南江戸４丁目３番３７号

くすりのレディ松山店　　　　　　　 愛媛県 松山市宮西１丁目２番１号

くすりのレデイ味酒店　　　　　　　 愛媛県 松山市宮西３丁目４番３０号

くすりのレディＬ　道後緑台店　　　　　　　　　　愛媛県 松山市道後緑台４番７号

くすりのレディＬ　道後石手店　　　　　　　　　　愛媛県 松山市新石手１０１番地１

くすりのレディ松末店　　　　　　　 愛媛県 松山市松末１丁目６－１０

くすりのレデイ久米駅前店　　　　　 愛媛県 松山市南久米町１４８番地２

くすりのレディＬ　南久米店　　　　　　　　　　　愛媛県 松山市南久米町５３８番地１

くすりのレディ　東石井店　　　　　 愛媛県 松山市東石井３丁目９番７号

くすりのレディＬ　和泉店　　　　　　　　　　　　愛媛県 松山市和泉南２丁目２番１３号

くすりのレディ古川店　　　　　　　 愛媛県 松山市古川北１丁目２５番１４号

くすりのレディ　椿店　　　　　　　 愛媛県 松山市古川南１丁目８番３０号

くすりのレディＬ　天山店　　　　　　　　　　　　愛媛県 松山市天山３丁目１５番１７号

くすりのレディ束本店　　　　　　　 愛媛県 松山市枝松１丁目９番７号

くすりのレディ　見奈良店　　　　　 愛媛県 東温市見奈良１１２５番地

くすりのレディ　グラン重信店　　　 愛媛県 東温市野田３丁目１－１３

くすりのレディ平井店　　　　　　　 愛媛県 松山市平井町甲２２７３番地

くすりのレディＬ　鷹子店　　　　　　　　　　　　愛媛県 松山市久米窪田町８３５番地７

くすりのレディＬ　井門店　　　　　　　　　　　　愛媛県 松山市井門町４５４番地１

くすりのレディ　砥部店　　　　　　 愛媛県 伊予郡砥部町重光２３９番地

くすりのレディ砥部宮内店　　　　　 愛媛県 伊予郡砥部町宮内４０４番地

くすりのレディＬ　松前店　　　　　　　　　　　　愛媛県 伊予郡松前町筒井８５０番地

くすりのレディ　松前筒井店　　　　 愛媛県 伊予郡松前町筒井中須賀３６１番地２

くすりのレディＬ　内子店　　　　　　　　　　　　愛媛県 喜多郡内子町内子１４８６番地

くすりのレディＬ　潮見店　　　　　　　　　　　　愛媛県 松山市谷町甲１２５－１

くすりのレデイ安城寺店　　　　　　 愛媛県 松山市安城寺町５７１番地１

くすりのレディ姫原店　　　　　　　 愛媛県 松山市姫原２－４－２８

くすりのレディＬ　山西店　　　　　　　　　　　　愛媛県 松山市山西９８８番地１

くすりのレディ　北斎院店　　　　　 愛媛県 松山市北斎院町６９８番地１

くすりのレディＬ　高岡店　　　　　　　　　　　　愛媛県 松山市高岡町３９－２

くすりのレディ　垣生店　　　　　　 愛媛県 松山市西垣生町２０７－２

くすりのレディ　松江店　　　　　　 愛媛県 松山市松江町５番３８号

くすりのレディＬ　三津店　　　　　　　　　　　　愛媛県 松山市高山町７番３号

くすりのレディＬ　新居浜前田店　　　　　　　　　愛媛県 新居浜市前田町２番２号

くすりのレディ中萩店　　　　　　　 愛媛県 新居浜市本郷３丁目５番１５号

くすりのレディ新居浜店　　　　　　 愛媛県 新居浜市新須賀町２丁目１０－７

くすりのレディ庄内店　　　　　　　 愛媛県 新居浜市庄内町４丁目７番３３号

くすりのレディＬ　新居浜中央店　　　　　　　　　愛媛県 新居浜市寿町１１番４８号

くすりのレディ喜光地店　　　　　　 愛媛県 新居浜市宮原町１番６０号

くすりのレディ西条店　　　　　　　 愛媛県 西条市新田北新田２３５番地

くすりのレディＬ　西条大町店　　　　　　　　　　愛媛県 西条市大町５１４－４

くすりのレディ鐘場店　　　　　　　 愛媛県 今治市鐘場町２丁目１番１号

くすりのレディＬ　近見店　　　　　　　　　　　　愛媛県 今治市近見町２丁目甲３２番１

くすりのレディＭ　グラン今治店　　　　　　　　　愛媛県 今治市東門町５丁目１３番１号

くすりのレディＬ　今治中央店　　　　　　　　　　愛媛県 今治市旭町３丁目２番地９

くすりのレディ馬越店　　　　　　　 愛媛県 今治市馬越町４丁目３番３８号

くすりのレディＭ　今治店　　　　　　　　　　　　愛媛県 今治市小泉４丁目５番１号

くすりのレディＬ　阿方店　　　　　　　　　　　　愛媛県 今治市阿方甲３７１番地２

くすりのレディ南鳥生店　　　　　　 愛媛県 今治市南鳥生町４－２－３３

くすりのレディ今治衣干店　　　　　 愛媛県 今治市衣干町４丁目３番３０号

くすりのレディＬ　大島店　　　　　　　　　　　　愛媛県 今治市吉海町八幡１９８番１

くすりのレディ東大洲店　　　　　　 愛媛県 大洲市若宮２番地１４

くすりのレディＬ　大洲店　　　　　　　　　　　　愛媛県 大洲市若宮５５８番地１

くすりのレディ松柏店　　　　　　　 愛媛県 八幡浜市松柏乙９８６－１

くすりのレディ北浜店　　　　　　　 愛媛県 八幡浜市北浜１丁目４番３３号

くすりのレディ宇和店　　　　　　　 愛媛県 西予市宇和町卯之町４丁目５９２番地１

くすりのレディ宇和インター店　　　 愛媛県 西予市宇和町卯之町５丁目２６３－１

くすりのレディれんげ店　　　　　　 愛媛県 西予市宇和町上松葉１６０番１

くすりのレディグラン北宇和島店　　 愛媛県 宇和島市伊吹町上井関甲１５１７番地１

くすりのレディＬ　宇和島中央店　　　　　　　　　愛媛県 宇和島市栄町港２丁目６００－１０

くすりのレディ寄松店　　　　　　　 愛媛県 宇和島市寄松１６６番地２

くすりのレディ広見店　　　　　　　 愛媛県 北宇和郡鬼北町近永３６１－１

くすりのレディＬ　愛南店　　　　　　　　　　　　愛媛県 南宇和郡愛南町御荘平城３９３６番地１

くすりのレディグラン川之江店　　　 愛媛県 四国中央市妻鳥町１１３６番地１

くすりのレディＬ　川之江店　　　　　　　　　　　愛媛県 四国中央市妻鳥町２１０番地

くすりのレディ三島店　　　　　　　 愛媛県 四国中央市三島中央１丁目１番５号



くすりのレディＬ　四国中央店　　　　　　　　　　愛媛県 四国中央市下柏町７１１

くすりのレディ東予店　　　　　　　 愛媛県 西条市三津屋東３７番地４

くすりのレディ東予インター店　　　 愛媛県 西条市周布７１５番地１

くすりのレディＬ　喜田村店　　　　　　　　　　　愛媛県 今治市喜田村６丁目４３４番地１

くすりのレディＬ　松木店　　　　　　　　　　　　愛媛県 今治市松木一寸田３９－１

くすりのレディ今治国分店　　　　　 愛媛県 今治市登畑釜屋敷甲７５－１

くすりのレディＬ　波止浜店　　　　　　　　　　　愛媛県 今治市内堀１丁目１番８号

くすりのレディＬ　北条店　　　　　　　　　　　　愛媛県 松山市土手内１０４番１

くすりのレディ　夏目店　　　　　　 愛媛県 松山市夏目甲７９番地

くすりのレディ和気店　　　　　　　 愛媛県 松山市和気町１丁目６３７番地１

くすりのレディ　フジ伊予店　　　　 愛媛県 伊予市米湊安広７２８番地３

くすりのレディＬ　高知駅前店　　　　　　　　　　高知県 高知市新本町２丁目２番１１号

くすりのレディＬ　葛島店　　　　　　　　　　　　高知県 高知市小倉町３番３０号

くすりのレディ神田店　　　　　　　 高知県 高知市神田１１４７番地１

くすりのレディＭ　高知店　　　　　　　　　　　　高知県 高知市朝倉東町５２番地１５号

ツルハドラッグ朝倉店　　　　　　　 高知県 高知市若草町１６番４０号

くすりのレディＬ　野市店　　　　　　　　　　　　高知県 香南市野市町西野２００７番地１

くすりのレディ土佐山田店　　　　　 高知県 香美市土佐山田町宝町１丁目４番５号

ビッグダウン須崎東店　　　　　　　 高知県 須崎市桐間西１１０

くすりのレディＬ　四万十店　　　　　　　　　　　高知県 四万十市具同２２２２番地

くすりのレディ中村店　　　　　　　 高知県 四万十市中村大橋通７丁目６－３

くすりのレディＬ　宿毛店　　　　　　　　　　　　高知県 宿毛市宿毛鷺洲５３８０番１

福ビル大賀クスリセンター　　　　　 福岡県 福岡市中央区天神１－１１－１７福ビル１Ｆ

くすりのレディＬｉｆｅ　Ｓｔｒｅａｍ　　　　　　 福岡県 福岡市中央区天神２－１１－３ソラリアステージＭ２

大賀ファーマシー天神地下街店　　　 福岡県 福岡市中央区天神地下１号Ｎｏ．１３０

大賀薬局渡辺通り１丁目店　　　　　 福岡県 福岡市中央区清川１丁目７－１２大戸ビル１Ｆ

大賀薬局薬院大通り店　　　　　　　 福岡県 福岡市中央区薬院４－１－２７－２０１号

ドラッグ大賀薬院六つ角店　　　　　 福岡県 福岡市中央区警固１丁目１－３ボンラパス２Ｆ

大賀薬局和白店　　　　　　　　　　 福岡県 福岡市東区和白東２－１３－３５ウイング友和１Ｆ

大賀パラファルマシェ新宮店　　　　 福岡県 福岡市東区和白東５丁目１１番２２号

大賀薬局那珂川店　　　　　　　　　 福岡県 筑紫郡那珂川町片縄５－１９

大賀薬局須恵店　　　　　　　　　　 福岡県 糟屋郡須惠町須惠上原９７３－１

大賀薬局志免店　　　　　　　　　　 福岡県 糟屋郡志免町志免中央４丁目１２－１５

木馬館＆ＯＨＧＡＰｈａｒｍａｃｙ　 福岡県 福岡市博多区博多駅前３－２５－２１ビジネスセンター１０

大賀ファーマシー博多駅福岡交通Ｃ店 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街２番１号１Ｆ

大賀薬局店屋町店　　　　　　　　　 福岡県 福岡市博多区店屋町６－１８

大賀薬局吉塚駅東口店　　　　　　　 福岡県 福岡市博多区吉塚本町１０－８ジョイナス吉塚１Ｆ

大賀薬局別府店　　　　　　　　　　 福岡県 福岡市城南区別府４－１４－２１ハローデイ別府店内

大賀薬局長尾店　　　　　　　　　　 福岡県 福岡市城南区長尾３－２８－１

大賀ファーマシー白水店　　　　　　 福岡県 春日市上白水４丁目４３

大賀薬局徳州会病院前店　　　　　　 福岡県 春日市桜ケ丘４－１８

大賀ファーマシー二日市店　　　　　 福岡県 筑紫野市二日市南３－８－１

大賀薬局五条店　　　　　　　　　　 福岡県 太宰府市五条３－２－２０

大賀薬局飯塚あいタウン店　　　　　 福岡県 飯塚市吉原町６番１号あいタウン２Ｆ

大賀薬局花畑店　　　　　　　　　　 福岡県 久留米市西町１４３４－１区画整理６０－１－１

大賀薬局浮羽店　　　　　　　　　　 福岡県 うきは市浮羽町朝田５８７－１サンピットバリュー店内

下川薬局中央病院前店　　　　　　　 熊本県 熊本市南区田井島１－１１－１３

下川薬局下通店　　　　　　　　　　 熊本県 熊本市中央区安政町１－２７

シモカワサンロード新市街店　　　　 熊本県 熊本市中央区新市街１番２２号キヨモトビル

下川薬局熊南店　　　　　　　　　　 熊本県 熊本市南区江越１－９－２４

下川薬局子飼店　　　　　　　　　　 熊本県 熊本市中央区東子飼町７－７

下川薬局みずき台店　　　　　　　　 熊本県 合志市須屋みずき台３５４７

下川薬局ムサシプラザ店　　　　　　 熊本県 熊本市北区武蔵ケ丘５－１２－１武蔵プラザ内

下川薬局東町店　　　　　　　　　　 熊本県 熊本市東区東町４－２－５２イースタンマークス内

下川薬局錦ケ丘店　　　　　　　　　 熊本県 熊本市東区錦ケ丘１９－１

下川薬局九品寺店　　　　　　　　　 熊本県 熊本市中央区九品寺３－１６－６３

下川薬局竹原店　　　　　　　　　　 熊本県 八代市竹原町１６５８－１

下川薬局緑町店　　　　　　　　　　 熊本県 八代市緑町１０－４

下川薬局鏡店　　　　　　　　　　　 熊本県 八代市鏡町鏡６３－１アーバン内

ドラッグイレブン串間店　　　　　　 宮崎県 串間市西浜１丁目５番地５

ツルハドラッグ男鹿店　　　 秋田市 男鹿市脇本脇本石館１６

株式会社笹川薬局　　　　　　　　　 大阪市 豊中市新千里東町１ー３ー２３４パル３Ｆ


