シャンプー＆トリートメント取り扱い店舗一覧

都道府県

店舗住所

[東京都]
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

東京都豊島区南池袋1-28-1西武池袋本店 10階
03-5960-6253
東京都台東区上野6-15-1 マルイシティ上野５階
ロフト
上野ロフト
03-3839-6210
東京都千代田区丸の内3-8-3 有楽町インフォス1階
ロフト
有楽町ロフト
03-5223-6210
東京都葛飾区亀有3-49-3 アリオ亀有2階
ロフト
亀有ロフト
03-5680-6210
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-1
ロフト
吉祥寺ロフト
0422-23-6210
東京都立川市曙町2-7-17
ロフト
立川ロフト
042-528-8546
東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ イーストヤード3
ロフト
東京ソラマチロフト
階
東京都大田区大森北2-13-1 イトーヨーカドー大森店3階
ロフト
大森ロフト
03-3761-1371
東京都世田谷区玉川2-23-1 二子玉川ライズDogwood Plaza5F
ロフト
二子玉川ロフト
03-5716-6210
東京都江東区北砂2-17 アリオ北砂2階
ロフト
北砂ロフト
03-5653-6210
東京都渋谷区宇田川町12-18
東急ハンズ 東急ハンズ渋谷店
03-5489-5111
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 タイムズスクエアビル3F
東急ハンズ 東急ハンズ新宿店
03-5361-3231
東京都中央区銀座2-2-14 マロニエゲート5F
東急ハンズ 東急ハンズ銀座店
03-3538-0109
東京都豊島区東池袋1-28-10
東急ハンズ 東急ハンズ池袋店
03-3980-6111
東京都豊島区西池袋1-1-25 東武百貨店池袋店 プラザ館B１F
東急ハンズ ハンズビー 東武百貨店池袋店
03-5950-7099
東京都中野区中野3-34-28 中野マルイ３階
東急ハンズ ハンズビー 中野マルイ店
03-3229-1217
東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺 地下1階
東急ハンズ ハンズビー アトレ吉祥寺店
0422-22-2343
東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 西武新宿４階
東急ハンズ ハンズビー 西武新宿ペペ店
03-3202-0109
東京都調布市仙川町1-18-14フレンテ仙川B１階
東急ハンズ ハンズビー フレンテ仙川店
03-5314-3051
東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京プラザ４Ｆ
東急ハンズ ハンズビー ダイバーシティ東京プラザ店
03-5530-1868
東京都千代田区丸の内1-6-4 オアゾショップ＆レストランB1F
東急ハンズ ハンズビー 丸の内オアゾ店
03-5221-8031
東京都港区高輪3-26-26 ウイング高輪イースト１F
ショップイン ショップイン ウイング高輪店
03-3473-6685
東京都中央区銀座西2-2先 銀座インズ2内 プチプチマルシェ
ショップイン ショップイン 銀座インズ店
03-3562-9710
東京都千代田区神田駿河台4-3 お茶の水サンクレール1階
ショップイン ショップイン お茶の水サンクレール店
03-3293-9550
東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿５階
ショップイン ショップイン アトレ恵比寿店
03-5475-8393
東京都新宿区西新宿1-1-3 小田急ミロード３Ｆ
ショップイン ショップイン 新宿ミロード店
03-3349-5660
東京都豊島区西池袋３－２８－１３ マルイシティ池袋 １Ｆ
ショップイン ショップイン マルイシティ池袋店
03-5957-5960
東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャインシティアルパB1F
ショップイン ショップイン 池袋サンシャインシティ店
03-5979-8690
東京都足立区千住旭町42-2 ルミネ北千住店５階
ショップイン ショップイン ルミネ北千住店
03-3879-1163
東京都杉並区阿佐谷南３－５８－１
ショップイン ショップイン 阿佐ヶ谷ダイヤ店
03-5327-3778
東京都墨田区錦糸１－２－４７ 錦糸町ＴＥＲＭＩＮＡ２ １階
ショップイン ショップイン 錦糸町テルミナ２店
03-3624-2130
東京都杉並区上荻1-7-1 ルミネ荻窪３階
ショップイン ショップイン ルミネ荻窪店
03-3393-5515
東京都北区赤羽西 １－５－１ アピレ２Ｆ
ショップイン ショップイン 赤羽アピレ店
03-3905-2050
東京都国分寺市南町3-20-3 国分寺ターミナルビル エル２階
ショップイン ショップイン 国分寺エル店
042-327-1066
東京都町田市原町田6-2-6 町田modi1F
ショップイン ショップイン 町田モディ店
042-726-1180
東京都国立市東1-4-10 ホワイトパレスビル１Ｆ
ショップイン ショップイン 国立駅店
042-574-7585
東京都新宿区新宿３丁目38番１号 フロアB２階
＠コスメ
＠コスメストア ルミネエスト新宿店
ストア
03-5369-3355
東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋店７階
＠コスメ
＠コスメストア ルミネ池袋店
ストア
03-5928-5127
東京都中央区銀座5-3-1 ソニービルB２階
プラザ
ＰＬＡＺＡ ＧＩＮＺＡ
03-3575-2528
ロフト

池袋ロフト

東京

プラザ

プラザ 渋谷マークシティ店

東京

プラザ

プラザ アトレ恵比寿店

東京

プラザ

プラザ ルミネ新宿店

東京

プラザ

プラザ ルミネ有楽町店

東京

プラザ

プラザ ルミネ池袋店

東京

プラザ

プラザ ルミネ北千住店

東京

プラザ

プラザ ルミネ荻窪店

東京

プラザ

プラザ 玉川高島屋SC店

東京

プラザ

プラザ 羽田空港第2ターミナル店

東京

プラザ

プラザ アトレ大井町店

東京

プラザ

プラザ アトレ吉祥寺店

東京 ローズマリー ローズマリー

池袋パルコ店

東京 ローズマリー ローズマリー

調布パルコ店

東京 ローズマリー ローズマリー

吉祥寺パルコ店

東京 ローズマリー ローズマリー

日比谷シャンテ店

東京 ローズマリー ローズマリー

ひばりが丘パルコ店

東京 ローズマリー ローズマリー

多摩センター三越店

東京

miomio

miomioコレド日本橋店

東京

miomio

miomioアルカキット錦糸町店

東京 シャンドエルブ シャンドエルブ

品川店

東京 シャンドエルブシャンドエルブ

新橋店

東京 シャンドエルブ シャンドエルブ

田端店

東京 シャンドエルブ シャンドエルブ

吉祥寺店

東京 シャンドエルブ シャンドエルブ

阿佐ヶ谷店

東京 シャンドエルブ シャンドエルブ

四谷店

東京 シャンドエルブ シャンドエルブ

秋葉原店

東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ

アインズ＆トルペ 東京駅店

アートマン

京王アートマン 京王八王子店

アインズ＆トルペ 原宿ｸｴｽﾄ店
アインズ＆トルペ 自由が丘店
アインズ＆トルペ 下北沢店
アインズ＆トルペ 池袋西武店
アインズ＆トルペ 調布店
アインズ＆トルペ ﾌﾚﾝﾃ南大沢店
トルペ 二子玉川ライズ店
トルペ エキュート立川店

東京 マリスローレン マリスローレン

本店

東京 マリスローレン マリスローレン

中道店

東京
東京
東京
東京
東京

美のガーデ
ン

マツモトキヨ
シ
マツモトキヨ
シ
マツモトキヨ
シ
マツモトキヨ
シ

美のガーデン イトーヨーカドー葛西店

マツモトキヨシ 新宿三丁目店
マツモトキヨシ 上北台店
マツモトキヨシ 東村山店
マツモトキヨシ 国分寺エル店

渋谷区道玄坂1-12-5 渋谷マークシティ マークシティモールウエスト B1F
03-5459-4111
東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿４階
03-5475-8344
東京都新宿区新宿3-38-2 新宿ルミネ2 ２階
03-3348-0145
東京都千代田区有楽町2-5-1 ルミネ有楽町６階
03-5222-1731
東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋店５階
03-5957-0211
東京都足立区千住旭町42-2 ルミネ北千住店６階
03-5813-0311
東京都杉並区上荻1-7-1 ルミネ荻窪３階
03-3393-3411
東京都世田谷区玉川3-17-1 玉川高島屋SC 南館B1F
03-3709-0661
東京都大田区羽田空港3-4-2 第2旅客ターミナルビル マーケットプレイス3Ｆ
03-5757-6211
東京都品川区大井1-2-1 アトレ大井町２Ｆ
03-5718-0811
東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺 B1F
0422-22-0601
東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋パルコ 本館5F
03-5391-8405
東京都調布市小島町1-38-1 調布パルコ 3F
042-489-5149
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺パルコ 4F
042-221-8853
東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル B1F
03-3508-1550
東京都西東京市ひばりが丘1-1-1 ひばりが丘パルコ 3F
042-425-5175
東京都多摩市落合1-46-1 多摩センター三越 1F
042-338-1222
東京都中央区日本橋1-4-1 コレド日本橋 3F
03-3516-6442
東京都墨田区錦糸2－2－1 アルカキット錦糸町
03-5819-3082
東京都港区港南2-18-1 アトレ品川1320
03-6717-0916
東京都港区新橋2-17-14 JR新橋駅B1F
03-5568-0211
東京都北区東田端1丁目17番2号 アトレヴィ田端2F
03-5832-7733
東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺12030
0422-22-1683
東京都杉並区阿佐ヶ谷南3-36-1 ディラ阿佐ヶ谷内
03-5356-6530
東京都新宿区四谷1-5-25 アトレ四谷2F
03-3359-5463
東京都千代田区外神田1-17-6 ｱﾄﾚ秋葉原3130
03-5289-3853
東京都千代田区丸の内-1-9-1東京駅一番街１階
03-3212-5280
東京都渋谷区神宮前1-13-14 原宿クエストビル1F＆B1F
03-5775-0561
東京都目黒区自由が丘2丁目10-8 自由が丘エヌケービル1Ｆ
03-5726-3330
東京都世田谷区北沢2丁目15-14（マルイアウトレット様跡）
03-5433-8311
東京都豊島区南池袋1-28-1西武池袋本店（南ゾーン）地下1F～2F
03-5949-2745
東京都調布市小島町2丁目48-26 調布サウスゲートビル1Ｆ
042-485-0560
東京都八王子市南大沢2丁目1-6フレンテ南大沢3階
042-676-7722
東京都世田谷区玉川2丁目21番1号二子玉川ライズ S.C. タウンフロント5F
03-5716-8581
東京都立川市柴崎町3-1-1 ecute立川3階
042-527-6166
東京都八王子市明神町3-27-1 京王八王子SC 7・8F
042-656-7292
東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-7-1
0422-28-4055
東京都武蔵野市吉祥寺本町 2-26-1
0422-26-7623
東京都江戸川区東葛西9-3-3 イトーヨーカドー葛西店内
043-5675-1011
東京都新宿区新宿3-17-3
03-3226-8618
東京都東大和市立野2-9-11
042-562-7775
東京都東村山市本町1-20-1
042-397-6918
東京都国分寺市南町3-20-3 国分寺ターミナルビルエル
042-327-1024

東京

マツモトキヨ
シ

マツモトキヨシ 京王多摩センター店

東京

たしろ薬品

ＴＡＳＨＩＲＯ 新宿店

東京

平和薬局

平和薬局 KEYNOTE店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ町田木曽店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ町田野津田店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ町田駅前店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ町田小川店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ プラム町田店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ小田急町田駅前店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ八王子並木町店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ仙川店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ八王子片倉店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ府中店

東京

サンドラッグ

サンドラッグバーム仙川店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ南平店

東京

サンドラッグ

サンドラッグＭＩＮＡＮＯ分倍河原店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ南大沢店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ京王堀之内駅前店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ西国分寺店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ八王子高倉店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ調布ヶ丘店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ下石原店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ三鷹牟礼店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ稲城若葉台店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ中河原店

東京

サンドラッグ

サンドラッグめじろ台店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ富士見台店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ貫井坂下店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ府中新町店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ和田店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ八王子北口店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ東府中店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ白糸台店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ狛江店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ三鷹井口店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ京王堀之内店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ八王子中野町店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ東寺方店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ西八王子店

東京

サンドラッグ

サンドラッグコスメプラス調布店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ調布店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ青梅新町店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ福生店

東京都多摩市落合1-10-1
042-374-7207
東京都新宿区新宿3-38-2 新宿駅南口ルミネ新宿Ⅱ １階
03-3348-5178
東京都目黒区東山1-6-3
03-5725-3618
東京都町田市木曽２１８５
042-791-1471
東京都町田市野津田町1119
042-737-2081
東京都町田市原町田6-10-15
042-710-3019
東京都町田市小川4-22-3
042-788-2470
東京都町田市原町田６－７－１４
0427-29-3199
東京都町田市原町田６－１３－２１Ａ館１階
042-729-2951
東京都八王子市並木町３５番1 ヤオコー店内
042-668-9175
東京都調布市仙川1-12-44
03-5314-3022
東京都八王子市片倉町3500番地1
042-668-9175
東京都府中市宮町１－３－７
042-366-3714
東京都調布市仙川町１丁目４８−４
03-5969-3312
東京都日野市南平2-64-5
042-599-3166
東京都府中市片町３－２２－２６
042-358-2258
東京都八王子市南大沢2-25
042-679-6701
東京都八王子市別所2-1
042-670-8185
東京都国分寺市泉町2-9-1
042-300-2317
東京都八王子市高倉町55-10
042-631-5201
東京都調布市調布ヶ丘1-18-1
042-490-7850
東京都調布市下石原2-61-1
042-440-1061
東京都三鷹市牟礼５－８－１１
0422-41-6177
東京都稲城市若葉台3-10
042-350-6702
東京都府中市住吉町１－３５－１０
042-335-2130
東京都八王子市めじろ台３－１－３
042-668-0361
東京都国立市富士見台1-8-4
042-577-1410
東京都小金井市貫井南町2-8-6
042-386-0031
東京都府中市新町1-58-3
042-354-8050
東京都多摩市和田2011-2
042-355-2211
東京都八王子市旭町２－１２
042-621-1338
東京都府中市若松町１－３８－１
042-369-4361
東京都府中市白糸台５-３２－４１
042-354-7727
東京都狛江市東和泉１－１５－７
03-3430-1515
東京都三鷹市井口３－６－１２
0422-34-5710
東京都八王子市別所１－１－１
042-675-1308
東京都八王子市中野町2759番１
042-622-9502
東京都多摩市東寺方660-1
042-357-8370
東京都八王子市台町３－２８－１７
042-625-5535
東京都調布市小島町２丁目５１－３
042-488-4728
東京都調布市小島町２－５１－９
042-487-8002
東京都青梅市新町４－３０－２
0428-32-9279
東京都福生市福生965番地
042-539-1788

東京

サンドラッグ

サンドラッグ立川羽衣町店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ東久留米店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ河辺店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ一ツ橋学園店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ吉祥寺ダイヤ街２Ｆ

東京

サンドラッグ

サンドラッグ東久留米幸町店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ東大和店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ小平鈴木町店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ清瀬下清戸店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ東村山店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ東久留米前沢店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ若葉ケヤキモール店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ立川幸町店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ小平店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ下石神井店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ武蔵小金井長崎屋店

東京

サンドラッグ

サンドラッグプラムサンロード店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ武蔵村山三ツ木店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ立川南口店

東京

サンドラッグ

サンドラッグあきる野店

東京

サンドラッグ

サンドラッグプラム立川北口店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ吉祥寺南町店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ秋川店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ中神店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ恋ヶ窪店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ滝山店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ光が丘店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ高円寺店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ東大和桜が丘店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ昭島松原町店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ清瀬店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ東村山青葉町店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ野方店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ小金井梶野町店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ新高円寺店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ大泉学園町店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ阿佐ヶ谷駅前店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ東秋留店

東京

サンドラッグ

サンドラッグヘルスィンライフ立川店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ新小岩店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ千歳烏山店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ八潮店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ尾久銀座店

東京都立川市羽衣町2-66
042-548-1537
東京都東久留米市東本町５－２
042-470-4610
東京都青梅市野上町3-1-5
0428-20-5031
東京都小平市学園東町１－６－１３
042-343-5361
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-7
0422-23-7337
東京都東久留米市幸町5-6-15
042-479-0077
東京都東大和市中央１－１－１
042-561-0561
東京都小平市鈴木町１－２１４－３
042-345-2681
東京都清瀬市下清戸5-860-3
042-494-6034
東京都東村山市恩多町5-47-5
042-390-3020
東京都東久留米市前沢４丁目３番２１号高橋ビル
042-479-2331
東京都立川市若葉町1-7-1
042-538-3601
東京都立川市幸町2-24-1
042-534-0856
東京都小平市小川町２－１８１３－１
042-345-9671
東京都練馬区下石神井２－３１
03-5393-3431
東京都小金井市本町５－１１－２
042-386-7301
東京都武蔵野市吉祥寺本町１－９－１２
0422-23-0952
東京都武蔵村山市三ツ藤2-8-1
042-569-0747
東京都立川市柴崎町３－１－３
042-523-7303
東京都あきる野市秋留１丁目６番地８
042-550-6441
東京都立川市曙町２－７－２０ カメヤビル １Ｆ
042-524-9751
東京都武蔵野市吉祥寺南町5-3-18
0422-70-1255
東京都あきる野市秋川4-1-1
042-518-2790
東京都昭島市中神町1380-1
042-500-0318
東京都小平市上水本町６－４－１
042-325-9288
東京都東久留米市滝山４－１－４０
042-472-4672
東京都練馬区高松4-4-12
03-3970-3090
東京都杉並区高円寺北２－６－４
03-5373-3261
東京都東大和市桜が丘4-291-1
042-590-0073
東京都昭島市松原町1-4-13
042-549-7090
東京都清瀬市松山１－１３－５
042-495-9631
東京都東村山市青葉町２－２５－１
042-390-1830
東京都中野区野方５－３１－１２
03-3310-2221
東京都小金井市梶野町1-7-32
0422-59-0186
東京都杉並区梅里２－１－１９リバーフラット１階
03-3311-0122
東京都練馬区大泉学園町７－１５－１１
03-3978-3065
東京都杉並区阿佐ヶ谷南１－４８－１１ＭＳＡ第二ビル
03-5378-8167
東京都あきる野市野辺５８１－１
042-550-6815
東京都立川市曙町２丁目６−１０
042-521-1490
東京都葛飾区新小岩１－４９－２ 古屋ビル１Ｆ
03-5662-5628
東京都世田谷区南烏山６－３－７ 第二勝栄ビル１Ｆ
03-5313-7351
東京都品川区八潮５－５－３ 八潮ショッピングセンター
03-3799-0865
東京都荒川区東尾久４－１５－１０
03-5855-3651

東京

サンドラッグ

サンドラッグ笹塚南口店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ巣鴨店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ萩中店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ赤羽店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ竹の塚店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ十条銀座店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ東大和桜ヶ丘店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ雑色店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ東十条店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ中野店

東京

サンドラッグ

サンドラッグプラム竹ノ塚店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ下北沢店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ武蔵小山店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ小滝橋店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ大山ハッピーロード店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ中野北口店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ砂町銀座店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ北千住店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ小岩北口店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ池尻店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ四谷三丁目店

東京

サンドラッグ

サンドラッグクイーンズドラッグ笹塚店

東京

サンドラッグ

サンドラッグプラム亀有駅前店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ赤堤店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ東砂店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ板橋前野町店

東京

サンドラッグ

サンドラッグプラム大岡山店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ小豆沢店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ西葛西店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ保木間店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ祖師谷店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ梅屋敷店

東京

サンドラッグ

サンドラッグクイーンズドラッグ錦糸町店

東京

サンドラッグ

サンドラッグ池袋東口店

東京

サンドラッグ

サンドラッグプラムアトレ吉祥寺

東京

サンドラッグ

サンドラッグ新宿東口

東京

サンドラッグ

サンドラッグ渋谷

東京

サンドラッグ

サンドラッグ 今川店

東京

スギ薬局

スギ薬局 赤坂店

東京

スギ薬局

スギ薬局 京橋店

東京

スギ薬局

スギ薬局 神田西口通り店

東京

スギ薬局

スギ薬局 ミーナ町田店

東京

山田薬品

東日本橋ドラッグ

東京都渋谷区笹塚１－２２－３
03-5790-0561
東京都豊島区巣鴨２－５－８
03-5961-8021
東京都大田区萩中１－６－１９
03-5735-0731
東京都北区赤羽２－４－１２
03-3598-9021
東京都足立区竹の塚５－７－３ ＪＯＹプラザ１Ｆ
03-5242-6021
東京都北区十条仲原1-5-9
03-5963-3681
東京都東大和市桜が丘４丁目２９１－１
042-590-0073
東京都大田区仲六郷2-18-12
03-5713-8852
東京都北区神谷1-31-3
03-5902-5671
東京都中野区中野５－５２－１５ 地下１F６０
03-3387-9730
東京都足立区竹ノ塚6-9-7
03-5831-1621
東京都世田谷区北沢2-25-16
03-3468-0131
東京都品川区荏原3-5-15
03-3786-5061
東京都中野区東中野5-23-16関東小滝橋第3マンション
03-5389-5220
東京都板橋区大山町31番地３号
03-5995-6022
東京都中野区中野5-64-10
03-3389-8371
東京都江東区北砂４－18－12
03-5653-5218
東京都足立区千住3-1
03-5813-5696
東京都江戸川区西小岩1-21-1
03-5622-3216
東京都世田谷区池尻３－２１－１－１F
03-5431-6360
東京都新宿区四谷３丁目９番地 光明堂ビル1Ｆ
03-5368-0477
東京都渋谷区笹塚１－４８－１４
03-3485-1251
東京都葛飾区亀有３丁目２６－1 （イトーヨーカドー内）
03-5629-3355
東京都世田谷区赤堤3-24-4
03-5355-4725
東京都江東区東砂１丁目3-38 1階
03-5633-7405
東京都板橋区前野町四丁目1-17
03-5914-1701
東京都大田区北千束1丁目44-3
03-5701-3167
東京都板橋区小豆沢3丁目9-5
03-5914-6357
東京都江戸川区西葛西4-2-28
03-5659-2680
東京都足立区保木間1-9-14
03-5851-7305
東京都世田谷区祖師谷3-36-30
03-5429-2140
東京都大田区大森西6-13-13
03-5767-6616
東京都墨田区錦糸２－２－１
03-5610-7151
東京都豊島区東池袋1-12-11 朝日会館ビル1Ｆ
03-5956-1735
東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺2階
0422-21-9471
東京都新宿区新宿３－２６－１４新宿ベルプラザビル１Ｆ
03-5269-1151
東京都渋谷区道玄坂２－３－１ 渋谷駅前ビル
03-3463-4932
東京都杉並区今川3-5-1
03-5303-5451
東京都港区赤坂五丁目5番13号 周山ビル1階
03-3568-7927
東京都中央区京橋2丁目8番18号 昭和ビル1階
03-3562-9655
東京都千代田区内神田2丁目10番7号 プレミアステージ内神田1階
03-3254-7361
東京都町田市原町田４丁目１番１７号 ミーナ町田２階
042-710-1250
東京都中央区東日本橋2-2-5 ジャコワ第一ビル１階
03-5821-8609

東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

ユニバーサ
ル
ドラッグ
ユニバーサ
ル
ドラッグ
ユニバーサ
ル
ドラッグ
ユニバーサ
ル
ドラッグ
ユニバーサ
ル
ドラッグ
ユニバーサ
ル
ドラッグ
ユニバーサ
ル
ドラッグ
ユニバーサ
ル
ドラッグ
ユニバーサ
ル
ドラッグ
ユニバーサ
ル
ドラッグ
ユニバーサ
ル
ドラッグ
ユニバーサ
ル
ドラッグ
ユニバーサ
ル
ドラッグ
ユニバーサ
ル
ドラッグ
ユニバーサ
ル
ドラッグ
ユニバーサ
ル
ドラッグ
ユニバーサ
ル
ドラッグ
ユニバーサ
ル
ドラッグ
ユニバーサ
ル
ドラッグ
ユニバーサ
ル
ドラッグ
ユニバーサ
ル
ドラッグ

カワチ薬品

ユニバーサルドラッグ 綾瀬店
ユニバーサルドラッグ 小岩店
ユニバーサルドラッグ 東新小岩店
ユニバーサルドラッグ 水元店
ユニバーサルドラッグ 高島平店
ユニバーサルドラッグ 立石駅前店
ユニバーサルドラッグ 動坂店
ユニバーサルドラッグ 江戸川駅前店
ユニバーサルドラッグ 駒込店
ユニバーサルドラッグ 立花店
ユニバーサルドラッグ 鹿浜店
ユニバーサルドラッグ 舎人店
ユニバーサルドラッグ 新五反野店
ユニバーサルドラッグ 南花畑店
ユニバーサルドラッグ 鐘ヶ淵店
ユニバーサルドラッグ 大井町店
ユニバーサルドラッグ 足立新田店
ユニバーサルドラッグ 大泉学園店
ユニバーサルドラッグ 落合店
ユニバーサルドラッグ 荻窪店
ユニバーサルドラッグ 志村坂上店
カワチ薬品 多摩ニュータウン店

東京 ヒジカタ薬局 ヒジカタ薬局
東京

丘の上薬局

丘の上薬局 聖蹟桜ヶ丘店

東京

丘の上薬局

丘の上薬局 つつじヶ丘店

東京

ペリー

ドラッグストアペリー新青山店

東京

イオン

イオン 東雲店

東京

ジャスコ

ジャスコ 武蔵村山店

東京

ジャスコ

ジャスコ 東雲店

東京 ヨドバシカメラ ヨドバシカメラ

マルチメディアAkiba店

東京 ヨドバシカメラ ヨドバシカメラ

マルチメディア吉祥寺店

東京 ヨドバシカメラ ヨドバシカメラ

マルチメディア八王子店

東京 ドンキホーテ ドン・キホーテ

渋谷店

東京 ドンキホーテ ドン・キホーテ

新宿店

東京 ドンキホーテ ドン・キホーテ

essence池袋東口店

東京 ドンキホーテ ドン・キホーテ

上野店

東京 ドンキホーテ ドン・キホーテ

府中店

東京

ドンキホーテ

MEGAドン・キホーテ 八王子駅前店

東京

シーズバイ
ＫＩＫＵＹＡ

ＫＩＫＵＹＡ 田無店

東京都足立区綾瀬4-9-24
03-5616-8686
東京都江戸川区南小岩8-15-6
03-5693-2570
東京都葛飾区当新小岩7-31-16
03-3692-1867
東京都葛飾区南水元4-17-10 第2パーク サイドマンション ハル
03-5660-2228
東京都板橋区高島平1-54-16 ローヤル高穂
03-3931-5922
東京都葛飾区立石1-19-8
03-5672-2256
東京都文京区本駒込4-20-9
03-5832-8788
東京都江戸川区北小岩3-23-1
03-3650-8666
東京都北区中里1-3-1
03-3827-1330
東京都墨田区立花2-26-１
03-3618-1186
東京都足立区鹿浜5-5-21
03-3857-6032
東京都足立区舎人5-15-5
03-5691-6571
東京都足立区西綾瀬2-21-7
03-3887-7111
東京都足立区南花畑2-36-13
03-3884-8188
東京都墨田区墨田3-31-10
03-3612-2411
東京都品川区南品川6-15-5
03-3458-5747
東京都足立区新田2-14-13 第１相葉ビル１階
03-5390-1007
東京都練馬区東大泉7-36-11
03-3925-5127
東京都新宿区上落合3-10-1
03-5389-3358
東京都杉並区桃井2-2-2 トーカンキャステール荻窪１階
03-3394-6203
東京都板橋区小豆沢3-6-5
03-3965-4558
東京都多摩市唐木田1-22-2
TEL：042-674-9437
東京都新宿区北新宿1-8-17
03-3371-4747
東京都多摩市関戸4－72 OPA １F
042－356－3222
東京都調布市東つつじヶ丘1-2-4 OGビル1F
03-3308-2068
東京都港区南青山1-1-1 新青山ビルB1
03-5414-3444
東京都江東区東雲1丁目9番10号
03-6221-3400
東京都武蔵村山市榎1丁目1-3
042-516-0300
東京都江東区東雲1丁目9番10号
03-6221-3400
東京都千代田区神田花岡町1-1 3階
03-5209-1010
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-19-1 2階
0422-29-1010
東京都八王子市東町7-4
042-643-1010
東京都渋谷区道玄坂2-25-8
03-5428-0211
東京都新宿区大久保1-12-6
03-5292-7411
東京都豊島区東池袋1-2-9
03-5928-3611
東京都文京区湯島3-38-10
03-5816-0511
東京都府中市緑町2-6-3
042-333-0071
東京都八王子市中町1-3
042-646-3810
東京都西東京市田無町2-1-1 田無アスタ１Ｆ
03-6221-3400

[北海道]
北海道

ロフト

札幌ロフト

北海道

ロフト

旭川ロフト

北海道 ローズマリー ローズマリー

札幌パルコ店

アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
サッポロ
ドラッグ
サッポロ
ドラッグ

アインズ＆トルペ 大通ビッセ店

北海道

コクミン

コクミン シティドラッグ アピア店

北海道

コクミン

フレンチ 札幌エスタ店

北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道

アインズ＆トルペ 地下街店
アインズ＆トルペ ｽｽｷﾉﾗﾌｨﾗ店
アインズ＆トルペ アルシュ店
アインズ＆トルペ 札幌店
アインズ＆トルペ 札幌パセオ店
アインズ＆トルペ ﾏﾙﾔﾏｸﾗｽ店
アインズ＆トルペ 麻生店
アインズ＆トルペ 琴似店
アインズ＆トルペ 月寒中央店
アインズ＆トルペ ｶﾃﾌﾞﾘ新さっぽろ店
アインズ＆トルペ ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ恵庭店
アインズ＆トルペ 宮の沢店
アインズ 大曲店
アインズ ダイエー栄町店
トルペ アリオ札幌店
クレアーレ パセオ西店
クレアーレ 中之島店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ春光店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグベストム中富良野店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグベストム東神楽店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ春光一条店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ屯田店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグもみじ台店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ手稲前田店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ藤野店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ伏古店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ恵庭店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ西野店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ美しが丘店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ星置店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ東光店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ上磯店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ小樽南店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ旭川Ｓｈｅｎａ店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ北二十条店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ函館美原店

北海道札幌市中央区北５条西２丁目 エスタ６階
011-207-6270
北海道旭川市一条通り8丁目右1号 西武旭川店B館7F
0166-27-3490
北海道札幌市中央区南一条西3-3 札幌パルコ 本館B1F
011-214-2070
北海道札幌市中央区大通西3丁目 ODORI BISSE地下2階
011-210-6611
北海道札幌市中央区大通西3丁目１１番地 北洋ビルB２階
011-252-2201
北海道札幌市中央区南４条西４丁目１番ススキノラフィラ１階 (旧ロビンソンビ
ル) 011-531-2101
北海道札幌市中央区南３条西４丁目１２アルシュビルB2階
011-280-3033
北海道札幌市北２条西３丁目１番地 越山ビル１階
011-200-2685
札幌市北区北6条西2丁目1－7パセオイースト1階（札幌駅内札幌パセオ1階）
0120-554-876
北海道札幌市中央区南１条西27丁目 マルヤマクラス
011-616-6516
北海道札幌市北区北40条西４丁目2番１５号(東光ストア内１階)
011-717-7189
北海道札幌市西区琴似１条４丁目2番１８号 紀伊国屋ビル１階
011-632-9230
北海道札幌市豊平区月寒中央通り７丁目６－２０
011-856-9770
北海道札幌市厚別区厚別中央２条５丁目７－３ ｶﾃﾌﾞﾘ新さっぽろB階
011-802-2330
北海道恵庭市恵み野西２丁目１番イトーヨーカドー恵庭店１Ｆ
0123-37-3705
北海道札幌市西区宮の沢1条1丁目1－30 宮の沢ターミナルビル地下1階
011-663-3345
北海道北広島市大曲末広1丁目2-1（セリオ大曲店）
011-377-2220
北海道札幌市東区北42条東16丁目1-5（ダイエー栄町店1F）
011-789-6151
札幌市東区北7条東9丁目2-20 アリオ札幌1F
011-751-1518
北海道札幌市北区北6条西4丁目3番 パセオ1F ファクトリーランド
011-213-5402
札幌市豊平区中之島2条2-3-3 2F
011-841-8045
北海道札幌市中央区北５条西４丁目
011-209-1376
北海道札幌市中央区北５条西２丁目 札幌ターミナルビル１番街B１階
011-213-2661
北海道旭川市末広4条1丁目452-77
0166-54-3839
北海道空知郡中富良野町中富良野東１線北17
0167-39-3181
北海道上川郡東神楽町ひじり野南１条５丁目1-1
0166-83-6861
北海道旭川市春光１条8-1-65
0166-46-6411
北海道札幌市北区屯田８条４丁目１番24号
011-771-1668
北海道札幌市厚別区もみじ台北７丁目１番７号
011-897-2531
北海道札幌市手稲区前田５条13-3-1
011-685-1245
北海道札幌市南区藤野２条 4-16
011-591-2172
北海道札幌市東区伏古13条3-21-1
011-783-7170
北海道恵庭市戸磯391-1
0123-32-6595
北海道札幌市西区西野３条３丁目2-7
011-671-5556
北海道札幌市清田区美しが丘３条４-1-20
011-888-1915
北海道札幌市手稲区星置１条3-2-2
011-691-6255
北海道旭川市豊岡一条5
0166-33-7473
北海道北斗市七重浜7-14-1
0138-48-9388
北海道小樽市入船1-7-11
0134-24-5677
北海道旭川市永山三条15-1
0166-47-3435
北海道札幌市東区北二十条東8-12-1
011-741-7107
北海道函館市美原1-7-1
0138-45-6219

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ二十四軒店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ新琴似店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ西岡店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ札幌北郷店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ釧路旭町店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ厚別店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ苫小牧緑町店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ月寒西店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ南郷通りルーシー店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ帯広アイモールいちまる店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ南郷４丁目店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ伊達梅本店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ上野幌店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグちとせモール店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ札内店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ永山ウエスタンパワーズ店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ北３４条西店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ大麻駅前ラルズ店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ北見店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ苫小牧光洋店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ北四十一条店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ星が浦店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ新発寒５条店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグぴあざフクハラ音更店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ伏古６条店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ狸小路２丁目店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ桂木店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ西帯広店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ室蘭ＭＯＲＵＥ中島店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ岩見沢十条西店

北海道 サンドラッグ

サンドラッグ旭川川端店

北海道ツルハドラッグツルハドラッグ

ひばりが丘店

北海道ツルハドラッグツルハドラッグ

新橋大通店

北海道ツルハドラッグツルハドラッグ

平岡7条店

北海道ツルハドラッグツルハドラッグ

澄川３条店

北海道

ヨドバシカメ
ラ

ヨドバシカメラ マルチメディア札幌店

北海道 ドンキホーテ ドン・キホーテ

札幌店

北海道 ドンキホーテ ドン・キホーテ

小樽店

北海道 ドンキホーテ メガドンキホーテ

苫小牧店

北海道 ドンキホーテ メガドンキホーテ

西帯広店

北海道札幌市西区二十四軒四条7-1-12
011-622-0772
北海道札幌市北区新琴似七条12-3
011-763-7101
北海道札幌市豊平区西岡三条5-1-14
011-856-1461
北海道札幌市白石区北郷三条6-1-16
011-874-1400
北海道釧路市川上町9丁目7番地
0154-32-3355
北海道札幌市厚別区厚別西4条 2-8-7
011-895-1218
北海道苫小牧市緑町２丁目８番１０号
0144-38-7225
北海道札幌市豊平区月寒西３条１０丁目３５－２１
011-856-2233
北海道札幌市白石区栄通り18-5-35
011-857-8206
北海道帯広市西18丁目南3-27-31アイモールいちまる店内１Ｆ
0155-38-2891
北海道札幌市白石区南郷通４丁目北1-36
011-868-7200
北海道伊達市梅本町３７－２２
0142-21-5001
北海道札幌市厚別区上野幌3条4丁目19番26号
011-890-5680
北海道千歳市勇舞8丁目1番1号
0123-40-1680
北海道中川郡幕別町札内青葉町307
0155-55-5112
北海道旭川市永山１２条３丁目１２２－５５
0166-49-6205
北海道札幌市北区北34条西11-3-16
011-738-6355
北海道江別市大麻中町２６番地9
011-398-2771
北海道北見市光西町184-1（ベスト電器内）
0157-22-8225
北海道苫小牧市光洋町1-14-12
0144-78-2366
北海道札幌市東区北41条東９丁目3-1
011-733-5430
北海道釧路市星が浦大通り２丁目６－１
0154-55-2771
北海道札幌市手稲区新発寒5条3丁目1番14号
011-699-3110
北海道河東郡音更町木野大通り東16丁目1番
0155-43-4170
北海道札幌市東区伏古６条４丁目1-1
011-789-5050
北海道札幌市中央区南３条西2丁目12-1 1階
011-207-0337
北海道釧路郡釧路町桂木6-4(フクハラ桂木店内)
0154-39-0010
北海道帯広市西21条南4丁目4-1
0155-58-5000
北海道室蘭市中島本町1-4-4
0143-41-6500
北海道岩見沢市十条西19-1番地1
0126-32-7550
北海道旭川市川端7条10丁目1番
0166-59-5750
北海道札幌市厚別区南2-10-4
011-801-8268
北海道釧路市新橋大通１丁目2-１
0154-21-8268
北海道札幌市清田区平岡7条2丁目2-1
011-887-1171
北海道札幌市南区澄川３条３丁目３−７
011-837-2002
北海道札幌市北区北6条西5-1-22 3階
011-808-1010
北海道札幌市中央区南二条西3-6
011-219-4811
北海道小樽市稲穂2-20-1
0134-33-3810
北海道苫小牧市木場町1-6-1
0144-36-3810
北海道帯広市西21条南4-１
0155-41-3810

[青森県]
青森

サンドラッグ

サンドラッグ 八戸店

青森

サンドラッグ

サンドラッグ 青森浜田店

青森 さくら野百貨店さくら野

弘前店

青森 ドンキホーテ ドン・キホーテ

八戸店

青森県八戸市北白山台5-1-7
0178-70-2285
青森県青森市大字浜田字玉川196-10
017-762-1731
青森県弘前市城東北3-10-1
0172-26-1120
青森県八戸市江陽2-14-1
0178-45-3810

[秋田県]
秋田

サンドラッグ

サンドラッグ鷹巣店

秋田

サンドラッグ

サンドラッグ新国道店

秋田

サンドラッグ

サンドラッグ横手店

秋田

イオン

秋田

ジャスコ

イオン スーパーセンター 大館店
ジャスコ 御所野店

秋田県北秋田市栄字前綱７２番地
0186-60-0061
秋田県秋田市高陽幸町14-29
018-883-3770
秋田県横手市婦気大堤字下久保15
0182-35-4300
秋田県大館市字大田面238番
0186-44-6800
秋田県秋田市御所野地蔵田１－１－１
018-889-6611

[岩手県]
岩手

カワチ薬品

カワチ薬品 盛岡みたけ店

岩手

カワチ薬品

カワチ薬品 水沢北店

岩手

カワチ薬品

カワチ薬品 花巻店

岩手

カワチ薬品

カワチ薬品 一関店

岩手

カワチ薬品

カワチ薬品 北上店

岩手

サンドラッグ

サンドラッグ盛岡南サンサ店

岩手

サンドラッグ

サンドラッグ紫波店

岩手

サンドラッグ

サンドラッグ鉈屋町店

岩手

サンドラッグ

サンドラッグ青山店

岩手 さくら野百貨店さくら野

北上店

岩手県盛岡市みたけ4-2-1
019-643-3220
岩手県奥州市水沢区佐倉河字東沖ノ目78
0197-25-6370
岩手県花巻市上小舟渡344-3
0198-22-7100
岩手県一関市赤荻字堺72
0191-25-6850
岩手県北上市北鬼柳32地割15
0197-63-8152
岩手県盛岡市津志田西2-17-50
019-632-3737
岩手県紫波郡紫波町日詰字丸盛190番１
019-671-3330
岩手県盛岡市鉈屋町11
019-604-3766
岩手県盛岡市青山2-5-55
019-648-5511
岩手県北上市本通り2-2-1
0197-61-5511

[宮城県]
宮城

プラザ

プラザ エスパル仙台店

宮城 ローズマリー ローズマリー
宮城

アインズ＆
トルぺ

仙台パルコ店

アインズ＆トルペ 仙台駅前店

宮城 ツルハドラッグツルハドラッグ

TIC一番町店

宮城 ツルハドラッグツルハドラッグ

グロージェ仙台駅前店

宮城 ツルハドラッグツルハドラッグ

グロージェ泉大沢店

宮城 ツルハドラッグツルハドラッグ

ガルド多賀城店

宮城 ツルハドラッグツルハドラッグ

ぶらんどーむ店

宮城

カワチ薬品

カワチ薬品 仙台ゆめタウン店

宮城

カワチ薬品

カワチ薬品 岩切店

宮城

カワチ薬品

カワチ薬品 フォレオ宮の杜店

宮城

カワチ薬品

カワチ薬品 南吉成店

宮城

カワチ薬品

カワチ薬品 栗生店

宮城

カワチ薬品

カワチ薬品 市名坂店

宮城

カワチ薬品

カワチ薬品 野村店

宮城

カワチ薬品

カワチ薬品 仙台東店

宮城

カワチ薬品

カワチ薬品 富沢店

宮城

カワチ薬品

カワチ薬品 塩がま店

宮城

カワチ薬品

カワチ薬品 仙台北店

宮城

カワチ薬品

カワチ薬品 多賀城店

宮城

カワチ薬品

カワチ薬品 岩沼店

宮城

カワチ薬品

カワチ薬品 古川店

宮城県仙台市青葉区中央1-1-1
022-716-9770
宮城県仙台市青葉区中央1-2-3 仙台パルコ B1F
022-774-8121
宮城県仙台市青葉区中央3丁目6-1 仙台TRビル1F
022-212-5610
宮城県仙台市青葉区一番町４－９－１８
022-722-0255
宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイブビル
022-771-7708
宮城県仙台市泉区大沢１丁目５－１
022-771-7708
宮城県多賀城市高橋４丁目4-1
022-389-1286
宮城県仙台市青葉区一番町3丁目11-10
022-212-6106
宮城県仙台市宮城野区中野字曲田１３８
022-786-3215
宮城県仙台市宮城野区岩切字分台74-1
022-255-1901
宮城県仙台市宮城野区東仙台4-14-10
022-792-1060
宮城県仙台市青葉区南吉成1-15-3
022-277-4021
宮城県仙台市青葉区栗生6-12-1
022-392-7010
宮城県仙台市泉区市名坂字中道100-11
022-218-3246
宮城県仙台市泉区野村字菅間前7-1
022-375-2081
宮城県仙台市若林区伊在屋敷24-4
022-288-7731
宮城県仙台市太白区富沢2-21-18
022-244-8321
宮城県塩竈市杉の入1-21-11
022-361-1962
宮城県黒川郡富谷町富ヶ丘1-27-1
022-358-0861
宮城県多賀城市笠神4-8-1
022-363-3811
宮城県岩沼市たけくま2-3-57
0223-22-1615
宮城県大崎市古川穂波6-1-10
0229-24-2735

宮城

カワチ薬品

カワチ薬品 大河原店

宮城

カワチ薬品

カワチ薬品 石巻西店

宮城

カワチ薬品

カワチ薬品 美田園店

宮城

サンドラッグ

サンドラッグ南小泉店

宮城

サンドラッグ

サンドラッグあすと長町店

宮城

サンドラッグ

サンドラッグ富谷店

宮城

サンドラッグ

サンドラッグ仙台中央通り

宮城

サンドラッグ

サンドラッグ利府野中店

宮城

サンドラッグ

サンドラッグ大河原フォルテ店

宮城

サンドラッグ

サンドラッグ石巻中里店

宮城

イオン

宮城

ジャスコ

イオン スーパーセンター 石巻東店
ジャスコ 気仙沼店

宮城 ドンキホーテ ドン・キホーテ晩翠通り店
宮城 ドンキホーテ MEGAドン・キホーテ仙台台原店

宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字広表35
0224-53-2311
宮城県石巻市蛇田字新大埣215-1
0225-23-9101
宮城県名取市下増田字飯塚307
022-383-7356
宮城県仙台市若林区南小泉4-10-6
022-781-1023
宮城県仙台市太白区あすと長町2-2-10
022-748-1620
宮城県黒川郡富谷町大清水2-13-1
022-348-0370
宮城県仙台市青葉区中央2-2-21
022-217-2818
宮城県宮城郡利府町加瀬字十三本塚167
022-767-7455
宮城県柴田郡大河原町小島2-1
0224-51-5181
宮城県石巻市南中里2-9-4
0225-92-7155
宮城県石巻市流留字七夕１番１イオンスーパーセンター石巻東１Ｆ
0225-25-3180
宮城県気仙沼市赤岩舘下６－１外
0226-22-8511
宮城県仙台市青葉区立町15-17
022-217-7911
宮城県仙台市青葉区台原１−７−40
022-728-7533

[山形県]
山形

サンドラッグ

サンドラッグ 南二番町店

山形

サンドラッグ

サンドラッグ 天童老野森店

山形

カワチ薬品

カワチ薬品 山形南店

山形

カワチ薬品

カワチ薬品 山形北店

山形

カワチ薬品

カワチ薬品 米沢北店

山形

カワチ薬品

カワチ薬品 米沢駅前店

山形

カワチ薬品

カワチ薬品 天童店

山形

カワチ薬品

カワチ薬品 新庄駅東店

山形

カワチ薬品

カワチ薬品 東根店

山形

カワチ薬品

カワチ薬品 寒河江店

山形

カワチ薬品

カワチ薬品 長井店

山形

カワチ薬品

カワチ薬品 鶴岡東店

山形

ジャスコ

ジャスコ 山形南店

山形県山形市南二番町５番５号
023-615-7581
山形県天童市東久野本一丁目6番40号
023-652-0601
山形県山形市若宮2-17-2
TEL：023-646-7055
山形県山形市嶋南2-14-6
TEL：023-681-3701
山形県米沢市中田町1997-1
TEL：0238-37-6971
山形県米沢市東3-4-1
TEL：0238-22-2151
山形県天童市北目3-7-20
TEL：023-651-9770
山形県新庄市金沢1129-1
TEL：0233-29-3881
山形県東根市中央南2-1-27
TEL：0237-42-4511
山形県寒河江市大字寒河江字内の袋6
TEL：0237-85-2513
山形県長井市小出3848-1
TEL：0238-84-8390
山形県鶴岡市伊勢原町4-47
TEL：0235-25-7890
山形県山形市若宮3丁目7番8号
023-647-2221

[福島県]
福島 マツモトキヨシマツモトキヨシ

メガステージ石川店

福島

サンドラッグ

サンドラッグ 会津若松アピオ店

福島

サンドラッグ

サンドラッグ 猪苗代店

福島

サンドラッグ

サンドラッグ 田村店

福島

サンドラッグ

サンドラッグ 郡山堤下店

福島

サンドラッグ

サンドラッグ 須賀川店

福島

サンドラッグ

サンドラッグ 八木田店

福島

サンドラッグ

サンドラッグ 本宮店

福島

サンドラッグ

サンドラッグ やのめ店

福島

サンドラッグ

サンドラッグ あだたら店

福島

サンドラッグ

サンドラッグ 伊達店

福島

サンドラッグ

サンドラッグ いずみ店

福島

サンドラッグ

サンドラッグ 方木田店

福島

サンドラッグ

サンドラッグ 白川横町店

福島

カワチ薬品

カワチ薬品 安積店

福島県石川郡石川町字長久保23
TEL：0247-26-1060
福島県会津若松市インター西116 リオンドール・アピオ店内
0242-37-7725
福島県耶麻郡猪苗代町芦原97
0242-72-0211
福島県田村市船引町船引字源次郎119-4
0247-81-1561
福島県郡山市堤下町1-75
024-991-6411
福島県須賀川市高久田境95-1
0248-63-9371
福島県福島市八木田字中島128-1
024-544-6885
福島県安達郡本宮町高木字平内74-1
0243-63-1622
福島県福島市南矢野目字向原1-1コープマートやのめ店内
024-552-5582
福島県二本松市油井字中田1-1コープマートあだたら店内
0243-62-330
福島県伊達市原島8-1
024-551-2303
福島県福島市森合字清水7（コープマートいずみ店内）
024-555-432
福島県福島市方木田字北島20-1
024-544-0151
福島県白河市横町98-1 ヨークベニマル内
0248-31-2711
福島県郡山市安積町荒井字雁股8-101
TEL：024-946-8141

福島

カワチ薬品

カワチ薬品 富田店

福島

カワチ薬品

カワチ薬品 大槻店

福島

カワチ薬品

カワチ薬品 城清水店

福島

カワチ薬品

カワチ薬品 富久山店

福島

カワチ薬品

カワチ薬品 鎌田店

福島

カワチ薬品

カワチ薬品 福島西店

福島

カワチ薬品

カワチ薬品 福島南店

福島

カワチ薬品

カワチ薬品 福島東店

福島

カワチ薬品

カワチ薬品 会津若松南店

福島

カワチ薬品

カワチ薬品 会津アピオ店

福島

カワチ薬品

カワチ薬品 花春店

福島

カワチ薬品

カワチ薬品 須賀川店

福島

カワチ薬品

カワチ薬品 須賀川東店

福島

カワチ薬品

カワチ薬品 泉店

福島

カワチ薬品

カワチ薬品 湯本店

福島

カワチ薬品

カワチ薬品 白河店

福島

カワチ薬品

カワチ薬品 原町店

福島

カワチ薬品

カワチ薬品 相馬店

福島県郡山市富田町字西町下1-1
TEL：024-961-7811
福島県郡山市御前南1-19
TEL：024-966-2220
福島県郡山市城清水18
TEL：024-933-0622
福島県郡山市富久山町久保田字太郎殿前185
TEL：024-942-7361
福島県福島市鎌田字舟戸9-8
TEL：024-554-0115
福島県福島市泉字下鎌29-1
TEL：024-559-3511
福島県福島市鳥谷野字宮畑51
TEL：024-539-9811
福島県福島市高野河原下16-2
TEL：024-531-1145
福島県会津若松市門田町大字飯寺字村東858
TEL：0242-26-0111
福島県会津若松市町北町大字始字宮前10-3
TEL：0242-24-5270
福島県会津若松市花春町5-1
TEL：0242-26-5366
福島県須賀川市陣場町1
TEL：0248-72-3192
福島県須賀川市南上町238-1
TEL：0248-72-8812
福島県いわき市泉町滝尻11
TEL：0246-96-5511
福島県いわき市常磐西郷町落合41
TEL：0246-44-0007
福島県白河市昭和町188
TEL：0248-23-6670
福島県南相馬市原町区北町293
TEL：0244-22-1101
福島県相馬市中野字寺前377-1
TEL：0244-35-4123

[茨城県]

水戸ロフト

茨城

ロフト

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 田尻店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 大沼店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 川尻店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 鮎川店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 ひたちなか店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 佐和店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 常陸大宮店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 那珂店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 北茨城店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 酒門店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 渡里店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 赤塚店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 吉沢町店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 浜田店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 新原店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 笠間店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 友部店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 茨城町店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 つくば桜店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 つくば大穂店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 つくば研究学園店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 谷田部店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 石岡店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 石岡北店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 土浦南店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 真鍋店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 荒川沖店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 守谷店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 ひたち野牛久店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 竜ヶ崎店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 千代田店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 藤代店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 古河店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 古河南店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 結城南店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 下館西店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 坂東店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 岩瀬店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 鹿嶋店

茨城

カワチ薬品

カワチ薬品 神栖店

茨城

サンドラッグ

サンドラッグ結城店

茨城

サンドラッグ

サンドラッグつくば店

茨城県水戸市泉町1-6-1 京成百貨店8階
TEL：029-302-6210
茨城県日立市田尻町4-36-10
TEL：0294-43-6887
茨城県日立市大沼町2-20-6
TEL：0294-38-1337
茨城県日立市川尻町5-57-10
TEL：0294-42-1767
茨城県日立市鮎川町4-7-21
TEL：0294-36-1759
茨城県ひたちなか市東石川字沼1567-1
TEL：029-275-1121
茨城県ひたちなか市高場1213
TEL：029-285-5901
茨城県常陸大宮市泉521-6
TEL：0295-53-0047
茨城県那珂市菅谷5474-1
TEL：029-295-3101
茨城県北茨城市中郷町上桜井2189
TEL：0293-43-7570
茨城県水戸市酒門町千束3210-1
TEL：029-248-2678
茨城県水戸市渡里町字新田後2713-1
TEL：029-224-6799
茨城県水戸市河和田1-1663-1
TEL：029-251-7265
茨城県水戸市吉沢町263
TEL：029-246-1800
茨城県水戸市本町3-302-1
TEL：029-233-6860
茨城県水戸市新原1-2-18
TEL：029-253-6516
茨城県笠間市笠間1690-1
TEL：0296-72-7288
茨城県笠間市東平3-1-15
TEL：0296-78-2962
茨城県東茨城郡茨城町長岡3481-582
TEL：029-292-9221
茨城県つくば市桜1-14-2
TEL：029-857-9511
茨城県つくば市桜1-14-2
TEL：029-857-9511
茨城県つくば市研究学園C28街区3-1
TEL：029-852-8030
茨城県つくば市上横場2384-1
TEL：029-836-6921
茨城県石岡市東光台3-1-1
TEL：0299-26-9393
茨城県石岡市東大橋1977-1
TEL：0299-26-0321
茨城県土浦市中高津3-1-3
TEL：029-826-8400
茨城県土浦市真鍋新町20-20
TEL：029-823-8521
茨城県稲敷郡阿見町住吉2-23-5
TEL：029-841-1134
茨城県守谷市美園2-16-2
TEL：0297-46-2311
茨城県牛久市ひたち野東5-21-2
TEL：029-871-8800
茨城県龍ヶ崎市中里1-1-7
TEL：0297-62-5360
茨城県かすみがうら市下稲吉2633-7
TEL：029-832-8734
茨城県取手市小浮気175-1
TEL：0297-83-3661
茨城県古河市旭町1-17-66
TEL：0280-31-1640
茨城県古河市鴻巣899-1
TEL：0280-48-7060
茨城県結城市大字結城6531
TEL：0296-33-7361
茨城県筑西市西谷貝247-1
TEL：0296-25-1961
茨城県坂東市辺田1104-1
TEL：0297-35-3685
茨城県桜川市明日香2-4-3
TEL：0296-76-5801
茨城県鹿嶋市平井1290-1
TEL：0299-84-7727
茨城県神栖市平泉265-22
TEL：0299-92-9883
茨城県結城市大字結城11839-1
0296-34-7701
茨城県つくば市竹園１－９－２
029-863-3799

茨城

サンドラッグ

サンドラッグ利根店

茨城

サンドラッグ

サンドラッグ龍ヶ岡店

茨城

サンドラッグ

サンドラッグ日立会瀬店

茨城

サンドラッグ

サンドラッグ水戸笠原店

茨城

サンドラッグ

サンドラッグ龍ヶ崎店

茨城

イオン

茨城

ジャスコ

茨城

ジャスコ

イオン 下妻店
ジャスコ 水戸内原店
ジャスコ 取手店

茨城県北相馬郡利根町もえぎ野台2-1-1
0297-61-7471
茨城県龍ケ崎市松ヶ丘1-1
0297-63-7531
茨城県日立市会瀬町４－１４－１
0294-25-7280
茨城県水戸市小吹町新山2582-2
029-305-5900
茨城県龍ケ崎馴馬町754 竜ケ崎ショッピングセンター内
0297-62-9993
茨城県下妻市堀篭972-1
0296-30-1700
茨城県水戸市中原町字西135番地
029-259-1400
茨城県 取手市 戸頭 １１１８－１
0297-70-2222

[栃木県]
栃木 ローズマリー ローズマリー

宇都宮パルコ店

栃木 ローズマリー ローズマリー

宇都宮ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ店

栃木

アミング

アミング 陽東店

栃木

アミング

アミング 小山城南店

栃木

アインズ＆
トルぺ

アインズ＆トルペ ﾗﾗｽｸｴｱ宇都宮店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 黒磯店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 西那須野店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 大田原西店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 矢板店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 矢板南店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 烏山店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 大田原南店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 さくら店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 今泉店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 三の沢店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 千波店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 雀宮店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 鶴田店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 戸祭店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 戸祭北店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 川俣店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 簗瀬店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 石井町店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 泉が丘店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 上三川インター店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 西川田店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 若松原店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 岡本店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 真岡東店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 真岡西新店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 芳賀店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 益子店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 鹿沼店

栃木

カワチ薬品

カワチ薬品 鹿沼南店

栃木県宇都宮市馬場通3-1-1 宇都宮パルコ 3F
028-611-2077
栃木県宇都宮市インターパーク6-1-1 1F
028-656-7868
栃木県宇都宮市陽東6丁目6番6号
028-613-4001
栃木県小山市東城南4丁目1番8号
0285-31-4006
栃木県宇都宮市駅前通り1丁目4-6 ララスクエア宇都宮1F
028-600-2880
栃木県那須塩原市末広町65-2
TEL：0287-64-5601
栃木県那須塩原市西三島1-155-4
TEL：0287-37-4737
栃木県那須塩原市緑1-8-44
TEL：0287-36-7428
栃木県矢板市富田558-13
TEL：0287-43-6665
栃木県矢板市木幡1563-1
TEL：0287-44-2332
栃木県那須烏山市中央2-7-10
TEL：0287-84-1331
栃木県大田原市加治屋94-117
TEL：0287-24-2223
栃木県さくら市桜野486
TEL：028-681-2411
栃木県宇都宮市東今泉2-5-11
TEL：028-662-6369
栃木県宇都宮市鶴田町1744-29
TEL：028-648-1262
栃木県宇都宮市千波町4-1
TEL：028-622-2066
栃木県宇都宮市兵庫塚3-45-19
TEL：028-654-1904
栃木県宇都宮市滝の原2-5-26
TEL：028-634-7989
栃木県宇都宮市上戸祭2-1-12
TEL：028-625-7590
栃木県宇都宮市上戸祭町3007-2
TEL：028-650-5525
栃木県宇都宮市下川俣町81-1
TEL：028-663-6213
栃木県宇都宮市東簗瀬1-6-19
TEL：028-637-8444
栃木県宇都宮市石井町2800-155
TEL：028-663-7311
栃木県宇都宮市泉が丘6-1-45
TEL：028-660-7871
栃木県宇都宮市インターパーク6-5-4
TEL：028-656-2031
栃木県宇都宮市西川田町831-1
TEL：028-659-5361
栃木県宇都宮市北若松原1-17-17
TEL：028-654-2780
栃木県宇都宮市下岡本町4529-1
TEL：028-673-7408
栃木県真岡市荒町3-50-2
TEL：0285-84-7531
栃木県真岡市上高間木3-2-1
TEL：0285-85-0811
栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1088-1
TEL：028-677-8711
栃木県芳賀郡益子町北中13-1
TEL：0285-72-8666
栃木県鹿沼市下田町1-1031-1
TEL：0289-65-4165
栃木県鹿沼市西茂呂4-4-1
TEL：0289-63-5960

栃木

カワチ薬品

栃木

カワチ薬品

栃木

カワチ薬品

栃木

カワチ薬品

栃木

カワチ薬品

栃木

カワチ薬品

栃木

カワチ薬品

栃木

カワチ薬品

栃木

カワチ薬品

栃木

カワチ薬品

栃木

カワチ薬品

栃木

カワチ薬品

栃木

カワチ薬品

栃木

カワチ薬品

栃木

カワチ薬品

栃木

カワチ薬品

栃木

カワチ薬品

栃木

カワチ薬品

栃木

カワチ薬品

栃木

カワチ薬品

栃木

サンドラッグ

栃木

サンドラッグ

栃木

サンドラッグ

栃木

サンドラッグ

栃木

サンドラッグ

栃木

サンドラッグ

栃木

サンドラッグ

栃木県鹿沼市千渡1754-4
TEL：0289-63-5691
栃木県日光市瀬尾49-2
カワチ薬品 今市店
TEL：0288-22-3221
栃木県栃木市本町1-11
カワチ薬品 新本町店
TEL：0282-24-8228
栃木県栃木市箱森町11-42
カワチ薬品 箱森店
TEL：0282-23-6966
栃木県栃木市平柳町3-25-30
カワチ薬品 平柳店
TEL：0282-28-0975
栃木県栃木市箱森町38-63
カワチ薬品 栃木インター店
TEL：0282-22-0841
栃木県栃木市祝町7-26
カワチ薬品 祝町店
TEL：0282-22-4280
栃木県栃木市大平町下皆川299-1
カワチ薬品 大平店
TEL：0282-43-1350
栃木県小山市粟宮1-2-10
カワチ薬品 粟宮店
TEL：0285-22-6440
栃木県小山市犬塚2-16-4
カワチ薬品 小山東店
TEL：0285-25-5677
栃木県小山市大字神鳥谷700-1
カワチ薬品 小山西店
TEL：0285-24-7580
栃木県佐野市堀米町435-1
カワチ薬品 佐野店
TEL：0283-21-6655
栃木県佐野市高萩町屋敷西477-10
カワチ薬品 佐野南店
TEL：0283-24-8756
栃木県佐野市堀米町1728-1
カワチ薬品 佐野西店
TEL：0283-22-5850
栃木県足利市福居町1555-1
カワチ薬品 足利南店
TEL：0284-72-8538
栃木県足利市新山町2233-1
カワチ薬品 足利北店
TEL：0284-41-1131
栃木県足利市借宿町557-1
カワチ薬品 足利西店
TEL：0284-73-2512
栃木県下野市石橋778-1
カワチ薬品 石橋店
TEL：0285-53-2660
栃木県下野市祇園1-8
カワチ薬品 自治医大店
TEL：0285-40-6891
栃木県下都賀郡壬生町緑町2-15-15
カワチ薬品 おもちゃのまち店
TEL：0282-86-5568
栃木県足利市伊勢町2-13-20
サンドラッグ伊勢原店
0284-44-0944
栃木県足利市朝倉町2-21-16
サンドラッグ足利店
0284-70-0933
栃木県小山市喜沢1475
サンドラッグおやまゆうえん店
0285-20-1686
栃木県さくら市氏家２８９２番地１
サンドラッグ氏家店
028-681-7655
栃木県矢板市富田字原田170-1
サンドラッグ矢板店
0287-40-0801
栃木県足利市大月町3番地2
サンドラッグあしかがハーヴェストプレース 0284-40-2170
栃木県那須塩原市太夫塚6-232-31
サンドラッグ西那須野店
0287-39-6630

カワチ薬品 千渡店

[群馬県]
群馬

アミング

アミング 高崎上中居店

群馬

アミング

アミング 高崎飯塚店

群馬

アミング

アミング 前橋駅南店

群馬

カワチ薬品

カワチ薬品 前橋南店

群馬

カワチ薬品

カワチ薬品 大胡店

群馬

カワチ薬品

カワチ薬品 大利根店

群馬

カワチ薬品

カワチ薬品 伊勢崎店

群馬

カワチ薬品

カワチ薬品 伊勢崎西店

群馬

カワチ薬品

カワチ薬品 高崎駅東店

群馬

カワチ薬品

カワチ薬品 大八木店

群馬

カワチ薬品

カワチ薬品 渋川店

群馬

カワチ薬品

カワチ薬品 渋川南店

群馬

カワチ薬品

カワチ薬品 沼田店

群馬

カワチ薬品

カワチ薬品 沼田東店

群馬

カワチ薬品

カワチ薬品 桐生西店

群馬県高崎市上中居町1600番地1
027-350-9292
群馬県高崎市飯塚町143-1
027-370-3320
群馬県前橋市南町1丁目11番1号
027-260-8600
群馬県前橋市六供町893-1
TEL：027-225-0333
群馬県前橋市茂木町1170-1
TEL：027-283-0154
群馬県前橋市下新田町299-1
TEL：027-255-3611
群馬県伊勢崎市日乃出町500
TEL：0270-21-3696
群馬県伊勢崎市連取町1309-1
TEL：0270-25-3761
群馬県高崎市高関町44-1
TEL：027-324-5531
群馬県高崎市大八木町622-4
TEL：027-363-8611
群馬県渋川市阿久津字北原15
TEL：0279-25-3567
群馬県渋川市行幸田288-1
TEL：0279-22-5581
群馬県沼田市恩田町585
TEL：0278-22-0852
群馬県沼田市久屋原町311－1
TEL：0278-22-1581
群馬県桐生市相生町5-470-4
TEL：0277-54-3173

群馬

カワチ薬品

カワチ薬品 桐生広沢店

群馬

カワチ薬品

カワチ薬品 富岡店

群馬

カワチ薬品

カワチ薬品 藤岡店

群馬

カワチ薬品

カワチ薬品 館林東店

群馬

カワチ薬品

カワチ薬品 吉岡店

群馬

カワチ薬品

カワチ薬品 内ヶ島店

群馬

カワチ薬品

カワチ薬品 大泉店

群馬

サンドラッグ

サンドラッグ 伊勢崎連取店

群馬

サンドラッグ

サンドラッグ藤岡店

群馬

サンドラッグ

サンドラッグ前橋国領店

群馬

サンドラッグ

サンドラッグ前橋店

群馬 ドンキホーテ ドンキホーテ

ガーデン前橋店

群馬県桐生市広沢町4-2424-1
TEL：0277-52-7223
群馬県富岡市富岡2106-1
TEL：0274-64-5881
群馬県藤岡市中字沖924-1
TEL：0274-24-2818
群馬県館林市楠町3613-1
TEL：0276-75-3400
群馬県北群馬郡吉岡町大久保字金竹西1480-1
TEL：0279-54-0552
群馬県太田市内ヶ島町692
TEL：0276-48-6411
群馬県邑楽郡大泉町住吉57-5
TEL：0276-62-8790
群馬県伊勢崎市連取町3046-2
0270-20-5222
群馬県藤岡市藤岡2390-1
0274-40-2731
群馬県前橋市国領町2-14-1
027-219-2022
群馬県前橋市小屋原町472-1
027-280-8830
群馬県前橋市小屋原町472-1 「ガーデン前橋」2階
027-280-8841

[埼玉県]
埼玉

ロフト

大宮ロフト

埼玉

ロフト

新三郷ロフト

埼玉

東急ハンズ

東急ハンズ 大宮店

埼玉 ローズマリー ローズマリー

新所沢パルコ店

埼玉 ローズマリー ローズマリー

コクーン新都心店

埼玉

ショップイン

ショップイン ルミネ大宮店

埼玉

ショップイン

ショップイン 川越アトレマルヒロ店

埼玉 シャンドエルブシャン・ド・エルブ
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉

武蔵浦和店

アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ

アインズ＆トルペ 浦和店

美のガーデ
ン
美のガーデ
ン

美のガーデン イトーヨーカドー上福岡店

スギ薬局

アインズ＆トルペ かわぐちｷｬｽﾃｨ店

美のガーデン イトーヨーカドー三郷店

スギ薬局 ワカバウォーク店

埼玉 マツモトキヨシマツモトキヨシ

幸手北店

埼玉

カワチ薬品

カワチ薬品 久喜店

埼玉

カワチ薬品

カワチ薬品 春日部店

埼玉

カワチ薬品

カワチ薬品 千間台店

埼玉

カワチ薬品

カワチ薬品 新田駅前店

埼玉

カワチ薬品

カワチ薬品 中川店

埼玉

カワチ薬品

カワチ薬品 坂戸店

埼玉

カワチ薬品

カワチ薬品 本庄店

埼玉

カワチ薬品

カワチ薬品 入間店

埼玉

カワチ薬品

カワチ薬品 幸手店

埼玉

カワチ薬品

カワチ薬品 上尾東店

埼玉

カワチ薬品

カワチ薬品 南桜井店

埼玉

カワチ薬品

カワチ薬品 加須店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ深谷店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ羽生店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ川越店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ川越石原店

埼玉県さいたま市大宮区宮町1-60
048-646-6210
埼玉県三郷市新三郷ららシティ3-1-1 ららぽーと新三郷1階
048-950-6210
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3 DOMショッピングセンター4F
048-640-7111
埼玉県所沢市緑町1-2-1 新所沢パルコ パルコ館2F
042-998-8192
埼玉県さいたま市吉敷町4-267-2 コクーン新都心店西館 2F
048-601-0314
埼玉県さいたま市大宮区錦町630番地 ルミネ１ ６階
048-631-0226
埼玉県川越市脇田町１０５番地 アトレマルヒロ６Ｆ
049-227-5065
埼玉県さいたま市南区別所7-12-1 ビーンズ武蔵浦和１階
048-872-8922
埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目13-12 MiRiスクエア1階
048-831-1077
埼玉県川口市栄町3丁目7-1 かわぐちキャスティ3F
048-242-0630
埼玉県ふじみ野市大原2-1-3 イトーヨーカドー上福岡店内
049-269-2111
三郷市天神二丁目22番地 イトーヨーカドー三郷店内
048-954-1111
埼玉県鶴ヶ島市富士見一丁目2番1号 ﾔｵｺｰﾜｶﾊﾞｳｫｰｸ店北館1階
049-272-5060
埼玉県幸手市北2丁目5-21
0480-42-8773
埼玉県久喜市久喜中央1-15-58
TEL：0480-21-3738
埼玉県春日部市豊町3-11-2
TEL：048-734-0800
埼玉県越谷市千間台西1-8-16
TEL：048-976-8887
埼玉県草加市金明町字道上463-2
TEL：048-941-4183
埼玉県さいたま市見沼区中川747-1
TEL：048-688-4301
埼玉県坂戸市大字石井2333-1
TEL：049-289-7771
埼玉県本庄市大字西富田262-1
TEL：0495-22-8131
埼玉県入間市下藤沢362-1
TEL：04-2966-6536
埼玉県幸手市上高野1413
TEL：0480-43-3462
埼玉県上尾市大字上尾村1300-1
TEL：048-772-4404
埼玉県春日部市新宿新田321-1
TEL：048-747-0160
埼玉県加須市下高柳1-3
TEL：0480-65-6111
埼玉県深谷市上野台３０２８－１
0485-71-9311
埼玉県羽生市中央５－４－３６
0485-62-0737
埼玉県川越市新富町2-10-7
049-227-0988
埼玉県川越市石原町２－５４－２
049-225-4793

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグけやき台店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ木野目店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグプラム浦和店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ鶴瀬店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ武蔵浦和店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグビッグサン籠原店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ志木店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグＰ浦和店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ大宮店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ川越駅前店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ朝霞台店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ籠原店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ蓮沼店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ戸田新曽店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ東岩槻店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ小敷谷店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグビッグサン三芳店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ所沢花園店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ下藤沢店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ浦和花月店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ狭山店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ本庄児玉店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ浦和大久保店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ大宮日進店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ幸手上高野店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ所沢店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ上福岡大原店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ行田店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ東松山店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ秩父店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ岩槻西店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ二ツ宮店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ長瀬店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ狭山ヶ丘店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグせんげん台店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ川口青木店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグララガーデン川口店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ草加稲荷店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ東川口店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ川口赤井店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ川口前川店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ川口店

埼玉

サンドラッグ

サンドラッグ北越谷店

埼玉県所沢市けやき台 ２－２９－９
04-2922-6315
埼玉県川越市木野目１５８０－４
049-235-3864
埼玉県さいたま市浦和区仲町１－１－６ 浦和平和ビル１Ｆ
048-825-8631
埼玉県富士見市鶴瀬東１－７－３５
049-254-9769
埼玉県さいたま市南区白幡５－１９－１９ 武蔵浦和駅南ビル
048-838-5791
埼玉県熊谷市新堀字北原９６２－２
048-530-3526
埼玉県志木市本町６－２２－３８
048-475-3223
埼玉県さいたま市浦和区仲町１－１－１０
048-825-2585
埼玉県さいたま市大宮区宮町１－２－１
048-648-7301
埼玉県川越市脇田町６－２０
049-226-5336
埼玉県朝霞市三原３－３４５－５
048-469-6628
埼玉県熊谷市拾六間706-1
048-532-7037
埼玉県さいたま市見沼区大字蓮沼594-1
048-685-7250
埼玉県戸田市大字新曽181-23
048-431-4777
埼玉県岩槻市諏訪5-1-1
048-795-3777
埼玉県上尾市大字小敷谷793-1
048-783-1722
埼玉県入間郡三芳町大字藤久保２６３−３
049-258-4501
埼玉県所沢市花園3-2371-9ポレール所沢
04-2943-2988
埼玉県入間市大字下藤沢字出原1317-1ヨークマート内
04-2965-7575
埼玉県さいたま市 緑区中尾260-1
048-810-4861
埼玉県狭山市中央４－１６－１６
04-2950-7255
埼玉県本庄市児玉町八幡山49
0495-73-3361
埼玉県さいたま市桜区大久保領家124-3
048-851-6884
埼玉県さいたま市北区日進町2-1059-1
048-661-9222
埼玉県幸手市大字上高野778
0480-40-4600
埼玉県所沢市日吉町４－１
04-2928-6821
埼玉県ふじみ野市大原1-1-15
049-263-0211
埼玉県行田市旭町230-1
048-564-0151
埼玉県東松山市小松原町11-７
0493-27-2780
埼玉県秩父市上野町805-14
0494-21-2321
埼玉県さいたま市岩槻区西町5-1-37
048-790-0077
埼玉県上尾市二ツ宮927-1
048-779-2481
埼玉県入間郡毛呂山町中央4丁目10番地9 ヤオコー店内
049-295-7015
埼玉県所沢市若狭４－２４６８－１３
04-2947-6461
埼玉県越谷市千間台東2丁目707番地
048-970-1227
埼玉県川口市青木３－２５－１
048-254-3261
埼玉県川口市宮町18-9 1階1030
048-240-3101
埼玉県草加市稲荷3-6-24
048-933-5235
埼玉県川口市戸塚東1-4-30
048-291-0055
埼玉県川口市赤井1-31-17
048-286-4505
埼玉県川口市前川１－２６－５３
048-269-4530
埼玉県川口市栄町３－１１－２９
048-258-8844
埼玉県越谷市東大沢１－５－５５
048-979-6971

埼玉
埼玉
埼玉

サンドラッグ
ユニバーサ
ル
ドラッグ
ユニバーサ
ル
ドラッグ

サンドラッグ南越谷店
ユニバーサルドラッグ 川口弥平店
ユニバーサルドラッグ 草加瀬崎店

埼玉

イオン

イオン レイクタウン店

埼玉

ジャスコ

ジャスコ 浦和美薗店

埼玉

ジャスコ

ジャスコ 羽生店

埼玉

ジャスコ

ジャスコ 北戸田店

埼玉

ジャスコ

ジャスコ 与野店

埼玉

ジャスコ

ジャスコ レイクタウン店

埼玉 ドンキホーテ MEGAドン・キホーテ
埼玉 ドンキホーテ MEGAドンキホーテ

浦和原山店

三郷店

埼玉県越谷市南越谷1-12-11
048-990-7266
埼玉県川口市弥平2-8-20
048-225-1590
埼玉県草加市瀬崎町1342-1
048-911-7351
埼玉県越谷市東町2丁目8番地
048-930-7000
埼玉県さいたま市緑区大門3710
048-812-6464
埼玉県羽生市川崎２丁目２８１番地３
048-560-0008
埼玉県戸田市美女木東１－３－１
048-422-9700
埼玉県さいたま市中央区本町西5丁目2番9号
048-856-7100
埼玉県越谷市東町２－８
048-934-3000
埼玉県さいたま市緑区原山4-3-3
048-885-3810
埼玉県三郷市さつき平1-1-1
048-959-3810

[千葉県]
千葉

ロフト

千葉ロフト

千葉

ロフト

流山ロフト

千葉

ロフト

船橋ロフト

千葉

東急ハンズ

東急ハンズ ららぽーと船橋店

千葉

東急ハンズ

東急ハンズ 柏店

千葉

ショップイン

ショップイン 丸井柏ＶＡＴ店

千葉

ショップイン

ショップイン 東武百貨店 船橋店

千葉

ショップイン

ショップイン シャポー市川店

千葉

ショップイン

ショップイン アトレ松戸店

千葉 ローズマリー ローズマリー

千葉パルコ店

千葉 ローズマリー ローズマリー

津田沼パルコ店

千葉

アリー

アリー イオンモール成田店

千葉 マツモトキヨシマツモトキヨシ

柏二番街店

千葉 マツモトキヨシマツモトキヨシ

野田花井店

千葉

コクミン

コクミン シャポー市川西店

千葉

コクミン

コクミン 新浦安店

千葉

コクミン

コクミン 幕張店

千葉

カワチ薬品

カワチ薬品 おゆみ野店

千葉

カワチ薬品

カワチ薬品 宮野木店

千葉

カワチ薬品

カワチ薬品 成田ニュータウン店

千葉

カワチ薬品

カワチ薬品 旭店

千葉

カワチ薬品

カワチ薬品 八街店

千葉

カワチ薬品

カワチ薬品 牧の原店

千葉

カワチ薬品

カワチ薬品 そめい野店

千葉

カワチ薬品

カワチ薬品 銚子店

千葉

カワチ薬品

カワチ薬品 白井店

千葉

カワチ薬品

カワチ薬品 茂原店

千葉

カワチ薬品

カワチ薬品 ほたる野店

千葉

カワチ薬品

カワチ薬品 館山店

千葉

カワチ薬品

カワチ薬品 船橋坪井店

千葉

カワチ薬品

カワチ薬品 富津店

千葉県千葉市中央区新町1000そごう千葉店8階
043-248-6225
千葉県流山市西初石6-185-2 流山おおたかの森S･C2階
04-7156-6210
千葉県船橋市本町1-27-1 健康雑貨売場
047-423-6210
千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY北館1F
047-436-6611
千葉県柏市末広町1-1 柏高島屋ステーションモール S館専門店街7階
04-7141-6111
千葉県柏市柏 １－１－１１ 丸井柏ＶＡＴ ２Ｆ
04-7163-8871
千葉県船橋市本町7-7-1 東武百貨店船橋店３階
047-425-0700
千葉県市川市市川1-1-1 シャポー市川１階
047-320-9280
千葉県松戸市松戸1181アトレ松戸 5F
047-364-7185
千葉県千葉市中央区中央2-2-2 千葉パルコ 3F
043-225-4258
千葉県船橋市前原西2-18-1 津田沼パルコ A館3F
047-477-9280
千葉県成田市ウイング土屋24 イオンモール成田302
0476-23-8420
千葉県柏市柏1丁目2-33
047-168-2122
千葉県野田市花井197
04-7126-2600
千葉県市川市市川1-1-1 シャポー市川B１階
047-325-5930
千葉県浦安市入船1-1-1 アトレ新浦安１階
047-390-6814
千葉県千葉市美浜区ひび野1-3-104 幕張ショッピングモール内
043-276-0593
千葉県千葉市緑区おゆみ野中央7-30-6
TEL：043-300-1750
千葉県千葉市稲毛区宮野木町2148-2
TEL：043-286-5861
千葉県成田市赤坂3-1-5
TEL：0476-28-3951
千葉県旭市ニの5384-1
TEL：0479-62-5721
千葉県八街市八街ほ741-1
TEL：043-443-3134
千葉県印西市西の原1-1-1
TEL：0476-47-7130
千葉県佐倉市染井野4-8-1
TEL：043-488-3340
千葉県銚子市南小川町730
TEL：0479-22-5793
千葉県白井市笹塚1-1-1
TEL：047-492-7461
千葉県茂原市小林1606-10
TEL：0475-25-1951
千葉県木更津市ほたる野4-3-2
TEL：0438-98-7350
千葉県館山市八幡262
TEL：0470-23-9740
千葉県船橋市坪井東4-4-1
TEL：047-457-5030
千葉県富津市大堀889-28
TEL：0439-87-6525

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

サンドラッグ

千葉

イオン

千葉

ジャスコ

千葉

ジャスコ

千葉

ジャスコ

千葉県市川市南行徳３－３－４
047-358-3611
千葉県八千代市村上1245 イズミヤ八千代店内
サンドラッグ八千代イズミヤ店
047-480-1781
千葉県千葉市若葉区都賀1-12ヨークマート都賀店内
サンドラッグ都賀店
043-214-8030
千葉県千葉市美浜区真砂4-2-5セザールマンション検見川浜
サンドラッグ検見川浜駅前店
043-279-4067
千葉県佐倉市ユーカリが丘4-1-4シネマビル2F
サンドラッグユーカリプラザ店
043-463-3288
千葉県船橋市藤原3-36-1
サンドラッグ藤原店
047-429-0311
千葉県八千代市勝田台1-34-1
サンドラッグ勝田台店
047-483-3581
千葉県白井市富士字栄129-23
サンドラッグ白井店
047-441-2651
千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘１丁目35番10号
サンドラッグ宮野木店
043-276-2589
千葉県柏市花野井６８１
サンドラッグ花野井店
04-7133-3238
千葉県市川市新田３－１３－７
サンドラッグ市川新田店
047-314-7356
千葉県船橋市習志野５－２－１
サンドラッグ東習志野店
047-455-5571
千葉県千葉市中央区道場北２－１９－１７
サンドラッグ道場店
043-226-1877
千葉県船橋市習志野台２－６－１８ タイセイビル１Ｆ
サンドラッグ北習志野店
047-465-0996
千葉県千葉市稲毛区作草部町592-2
サンドラッグ作草部店
043-207-5281
千葉県市川市行徳駅前２－１１－１
サンドラッグ行徳店
047-356-7800
千葉県八街市八街ろ169-1
サンドラッグ八街店
043-440-3109
千葉県八千代市大和田新田72-2-2F
サンドラッグ八千代緑ヶ丘店
047-480-3150
千葉県我孫子市緑1-9-25
サンドラッグ我孫子店
04-7181-0171
千葉県柏市柏1丁目2-31
サンドラッグ柏南口駅前店
04-7160-3375
千葉県鎌ヶ谷市富岡1-1-3
サンドラッグ鎌ヶ谷店
047-441-8291
千葉県市川市市川南1-10-1-111
サンドラッグ市川店
047-325-7251
千葉県八街市東吉田818-29
サンドラッグ東吉田店
043-440-1851
千葉県柏市松葉町2-15-1
サンドラッグ柏松葉町店
04-7135-6676
千葉県柏市酒井根5-4-17
サンドラッグ柏酒井根店
04-7160-0561
千葉県四街道市大日429Ｍ2プラザ１Ｆ
サンドラッグ四街道店
043-304-8420
千葉県千葉市中央区仁戸名町720-34
サンドラッグ仁戸名店
043-209-3133
千葉県習志野市茜浜1-1-1
サンドラッグ新習志野店
047-408-0761
千葉県松戸市小金原６－５－１
サンドラッグ小金原店
047-312-0551
千葉県山武郡九十九里町片貝391-2
サンドラッグ九十九里店
0475-70-3555
千葉県茂原市谷本2122
サンドラッグ茂原店
0475-20-0710
千葉県山武市埴谷1873-1
サンドラッグ山武店
0475-80-8511
千葉県市原市姉崎621-1
サンドラッグ姉崎店
0436-60-9755
千葉県松戸市五香8-44-6-1F
サンドラッグ五香店
047-311-6861
千葉県旭市二字西遊正6017-7
サンドラッグ旭店
0479-60-3771
千葉県千葉市美浜区高洲3-10-7
サンドラッグ稲毛海岸店
043-270-7051
千葉県山武郡横芝光町栗山4570-1
サンドラッグ横芝店
0479-80-0411
千葉県千葉市花見川区作新台6-9-1
サンドラッグ花見川店
043-298-5271
千葉県船橋市浜町2-1-1ららぽーとSC内受箱462
サンドラッグＤＳＰ ららぽーとTokyo-Bay 047-435-6591
千葉県習志野市谷津１－１６－１
イオンモリシア 津田沼店
047-470-5600
千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-7-1
ジャスコ 鎌ヶ谷店
047-441-7711
千葉県柏市豊町2-5-25
ジャスコ 柏店
04-7142-5000
千葉県八街市文違３０１
ジャスコ 八街店
043-440-2311

サンドラッグ南行徳店

千葉

ジャスコ

ジャスコ イオン成田店

千葉

ジャスコ

ジャスコ 千葉ニュータウン店

千葉 ドンキホーテ ドン・キホーテ

木更津店

千葉 ドンキホーテ ＭＥＧＡドン・キホーテ
千葉 ドンキホーテ ドン・キホーテ
千葉

ドンキホー
テ

ラパーク成東店

西船橋店

ドン・キホーテ 市原店

千葉県成田市ウィング土屋24番地
0476-23-8300
千葉県印西市中央北３－１－１
0476-48-1111
千葉県木更津市請西２丁目２−１
0438-36-3911
千葉県山武市成東1808-1
0475-82-8100
千葉県船橋市本郷町474-1
047-302-8311
千葉県市原市中央区村田町898
043-305-3031

[神奈川県]
神奈川

ロフト

新横浜ロフト

神奈川

ロフト

川崎ロフト

神奈川

ロフト

小田原ロフト

神奈川 東急ハンズ

東急ハンズ 横浜店

神奈川 東急ハンズ

東急ハンズ ららぽーと横浜店

神奈川 東急ハンズ

東急ハンズ 川崎店

神奈川 東急ハンズ

ハンズビー 港北東急ＳＣ店

神奈川 東急ハンズ

ハンズビークイーンズスクエア横浜店

神奈川

プラザ

プラザ ルミネ横浜店

神奈川

プラザ

プラザ 横浜ジョイナス店

神奈川

プラザ

プラザ たまプラーザテラス店

神奈川

プラザ

プラザ ウイング上大岡店

神奈川

プラザ

プラザ 青葉台東急スクエア店

神奈川

プラザ

プラザ 川崎BE店

神奈川

プラザ

プラザ ラゾーナ川崎プラザ店

神奈川

プラザ

プラザ ルミネ大船店

神奈川

プラザ

プラザ 伊勢丹相模原店

神奈川 ショップイン

ショップイン アトレ川崎店

神奈川 ショップイン

ショップイン 茅ヶ崎ラスカ店

神奈川 ショップイン

ショップイン 横須賀モアーズシティ店

神奈川 ショップイン

ショップイン ルミネ藤沢店

神奈川 ショップイン

ショップイン 東急たまプラーザ店

神奈川 ショップイン

ショップイン 溝の口ノクティプラザ店

神奈川 ローズマリー ローズマリー

川崎丸井店

神奈川 ローズマリー ローズマリー

ミゥイ橋本店

ローズマリー
神奈川 ローズマリー
相模大野ステーションスクエア店
神奈川
神奈川
神奈川
神奈川
神奈川

H＆B
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アクア
ファーマ
シー
カワチ薬品

H&B Place Colette・Mare みなとみらい店

アインズ＆トルペ みなとみらい店
トルペ 港北東急店
アクアファーマシー
カワチ薬品 はるひ野店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ秦野店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ戸塚深谷店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ 辻堂元町店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ 江ノ島店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ 川崎宮内店

神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45 キュービックプラザ新横浜7階
045-478-0140
神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ2階
044-556-6210
神奈川県小田原市中里208 ロビンソン小田原店3階
0465-48-6200
神奈川県横浜市西区南幸2-13
045-320-0109
神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1
045-929-0987
神奈川県川崎市川崎区駅前本町8 ダイス５階
044-230-0109
横浜市都筑区茅ケ崎中央5-1 港北東急ショッピングセンター B1F
045-944-5031
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-9 クイーンズスクエア横浜「アット！」１st 3F

045-651-1607
神奈川県横浜市西区高島2-16-1 ルミネ横浜 B2F
045-453-3612
神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 相鉄ジョイナス４階
045-316-2965
神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-1-2 ゲートシティプラザ１階
045-905-0761
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 ウイング上大岡３F
045-848-7811
神奈川県横浜市青葉区青葉台東急スクエアNorthー2 ２階
045-985-8055
神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 川崎BE B1F
044-245-1866
神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ２階
044-520-9152
神奈川県鎌倉市大船1-4-1 大船ルミネウィング３階
0467-48-4570
神奈川県相模原市南区相模大野4-4-3 伊勢丹相模原店Ａ館２Ｆ
042-766-6481
神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎 ４F
044-210-0181
神奈川県茅ヶ崎市元町1-1 茅ヶ崎ラスカ４階
0467-88-2888
神奈川県横須賀市若松町2-30 モアーズシティ1F
046-820-4451
神奈川県藤沢市藤沢438-1 ルミネ 藤沢店4F
0466-55-1525
神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-7 東急たまプラーザB1F
045-903-2156
神奈川県川崎市高津区溝口1-3-1 ノクティプラザ４Ｆ
044-814-7424
神奈川県川崎市川崎区日進町1-11 川崎丸井店1F
044-200-0073
神奈川県相模原市橋本3-28-1 ミゥイ橋本3F
042-700-7562
神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ステーションスクエア B館
4F 042-767-1220
神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7 コレットマーレB1F
045-640-3231
神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目6-2 みなとみらいグランドセントラルテ
ラス1F 045-681-1822
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央5-1 港北TOKYU S.C. 専門店街1Ｆ
045-948-4807
神奈川県相模原市橋本3-28-1 ミウイ橋本1F
042-700-7560
神奈川県川崎市麻生区はるひ野4-2-1
TEL：044-980-4681
神奈川県秦野市平沢３０７－１
0463-85-0274
神奈川県横浜市戸塚区深谷町1404-1
045-858-2360
神奈川県藤沢市辻堂元町5-13-19
0466-31-0806
神奈川県藤沢市鵠沼海岸１－３－１６
0466-31-0717
神奈川県川崎市中原区宮内2-25-17
044-753-0507

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ 北金目店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ ビッグサン荏子田店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ浦賀店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ戸塚店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ上大岡店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ本牧店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグアクロスプラザ伊勢原店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ城山店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ上郷店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ津久井店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ相模原アイワールド店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ厚木中町店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ川崎駅前大通り店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ伊勢原板戸店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ伊勢原店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ溝ノ口店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ平塚夕陽丘店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ青葉店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ山手台店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグビッグサン美立橋店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ若草台店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ湘南台一丁目店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ野庭店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ北山田店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ立場店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ子母口店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグプラム小田原店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ川崎田島店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ相模原並木店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ大船駅前店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ川崎銀柳街店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ大船仲通り店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ鎌倉常盤店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグプラム平塚駅前店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ東橋本店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ元住吉店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ大和店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ藤沢南口店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ茅ヶ崎浜見平店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ平店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ相模大野北口店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ湘南台店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ座間店

神奈川県平塚市北金目一丁目6番1号
0463-50-6005
神奈川県横浜市青葉区荏子田3-24
045-905-2708
神奈川県横須賀市浦賀3-3-13
046-846-5177
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4092-5
045-869-4100
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-18-3
045-840-3516
神奈川県横浜市中区小港町2丁目100番4
045-628-3415
神奈川県伊勢原市歌川2-5-1
0463-97-0028
神奈川県相模原市緑区原宿3-1-7
042-782-3490
神奈川県横浜市栄区上郷町100 長瀬ビル1Ｆ
045-897-5881
神奈川県相模原市緑区中野９７０－１
042-780-5433
神奈川県相模原市中央区中央1-2-17 アイワールド新館内
042-755-0187
神奈川県厚木市中町2-5-1
046-296-2236
神奈川県川崎市川崎区砂子2-1-1
044-223-5190
神奈川県伊勢原市板戸字毘沙門池30-1
0463-97-2602
神奈川県伊勢原市桜台1-11-15
0463-98-3312
神奈川県川崎市高津区溝口1-13-5 長崎屋店内
044-850-4010
神奈川県平塚市夕陽ヶ丘62-1
0463-25-1221
神奈川県横浜市青葉区奈良3-20-1
045-960-5121
神奈川県横浜市泉区領家2丁目11-2
045-815-1951
神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町537
045-350-1981
神奈川県横浜市青葉区若草台17-1
045-960-0246
神奈川県藤沢市湘南台１-31-11
0466-41-1080
神奈川県横浜市港南区野庭町637-2
045-842-8972
神奈川県横浜市都筑区北山田2丁目16-13-Ａトラットプラザ1階
045-590-6215
神奈川県横浜市泉区和泉町4039-16
045-806-7511
神奈川県高津区子母口根田町３７６番１
044-753-2571
神奈川県小田原市栄町２－９－９
0465-23-7761
神奈川県川崎市川崎区田島町12-8
044-328-7361
神奈川県相模原市中央区並木１－８
042-750-2291
神奈川県鎌倉市大船１－８－１
0467-46-5311
神奈川県川崎市川崎区砂子２－３－８
044-246-5165
神奈川県鎌倉市大船１－９－１０
0467-42-7046
神奈川県鎌倉市常盤276-1
0467-38-1218
神奈川県平塚市紅谷町2-3
0463-23-1652
神奈川県相模原市緑区東橋本4-10-3
042-770-0160
神奈川県川崎市中原区木月５３２
044-433-5026
神奈川県大和市大和東１－５－１
0462-62-8393
神奈川県藤沢市鵠沼石上１－７－７
0466-24-1740
神奈川県茅ヶ崎市松尾１－１０
0467-87-7301
神奈川県川崎市宮前区平１－２－１１
044-862-0871
神奈川県相模原市南区相模大野3-18-10 アリスビル1階
042-740-5285
神奈川県藤沢市湘南台２－６－３ 湘南ランドマークビル１Ｆ
0466-45-3344
神奈川県座間市立野台1-16-50
046-256-7512

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ厚木戸室店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ相模原横山台店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ鴨居店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ樽町店

神奈川 サンドラッグ

サンドラッグ石川店

神奈川 ミュゼドポウ

ミュゼドポウ 新横浜ぺぺ店

神奈川 ミュゼドポウ

ミュゼドポウ 日吉店

神奈川 ミュゼドポウ

ミュゼドポウ 青葉台店

神奈川 ミュゼドポウ

ミュゼドポウ センター北店

神奈川 ミュゼドポウ

ミュゼドポウ 海老名店

神奈川 ミュゼドポウ

ミュゼドポウ ヴィーナスフォート店

フィットケア
神奈川
デポ
フィットケア
神奈川
デポ

フィットケアデポ 市ヶ尾店

神奈川

コクミン アゼリア店

コクミン

フィットケアデポ 鶴間店

神奈川 AKドラッグ

AKドラッグ 奈良店

神奈川

イオン

イオン 本牧店

神奈川

イオン

イオン 橋本店

神奈川

ジャスコ

ジャスコ 大和鶴間店

神奈川

ジャスコ

ジャスコ 久里浜店

神奈川

ジャスコ

ジャスコ 秦野店

神奈川 ヨドバシカメラ ヨドバシカメラ

マルチメディア横浜店

神奈川 ドンキホーテ ドンキホーテ

横浜西口店

神奈川 ドンキホーテ ドンキホーテ

PAW川崎店

神奈川 ドンキホーテ MEGAドンキホーテ
神奈川 ドンキホーテ ドンキホーテ

上鶴間店

小田原店

神奈川県厚木市戸室１丁目26-18
046-224-1315
神奈川県相模原市中央区横山台2-6-22
042-757-8631
神奈川県横浜市緑区鴨居1-7-7岩岡ビル１Ｆ
045-931-6535
神奈川県横浜市港北区樽町3-6-38
045-544-2974
神奈川県藤沢市石川2-4-9
0466-88-8923
横浜市港北区新横浜3-4 プリンスホテルショッピングアーケードペペ１F
045-477-2255
横浜市港北区日吉 2-1-1 日吉東急百貨店２Ｆ
045-560-2225
横浜市青葉区青葉台 2-1-１ 青葉台東急スクエアSouth-1 １Ｆ
045-989-6633
横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポート・モール2Ｆ
045-914-7275
海老名市中央 1-4-1ビナウォーク５番館Ａ
046-292-4885
東京都江東区青海1-3-15 ヴィーナスフォート2階
03-3570-3511
横浜市青葉区市ヶ尾町1154-2 市ヶ尾プラーザ１階
045-978-5551
神奈川県大和市鶴間2-13-34
046-271-5544
神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-2 アゼリア内
044-245-1836
神奈川県横浜市青葉区奈良1-2-1 スーパー三和こどもの国店 １階
045-961-2528
神奈川県横浜市中区本牧原7-1
045-624-2121
神奈川県相模原市緑区橋本6-2-1
042-770-1200
神奈川県大和市下鶴間１－２－１
046-200-3300
神奈川県横須賀市久里浜５丁目１３－１
046-838-5200
神奈川県秦野市入船町１２－１
0463-85-2000
神奈川県横浜市西区北幸1-2-7 7階
045-313-1010
神奈川県横浜市西区南幸2-15-5
045-317-3411
神奈川県川崎市幸区明神町1-44-1
044-543-1611
神奈川県相模原市南区上鶴間本町９－４７－３０
042-702-2911
神奈川県小田原市栄町2-8-15
0465-21-5211

[山梨県]
山梨

カワチ薬品

カワチ薬品 小瀬店

山梨

カワチ薬品

カワチ薬品 甲府中央店

山梨

カワチ薬品

カワチ薬品 田富店

山梨

サンドラッグ

サンドラッグ一宮店

山梨

サンドラッグ

サンドラッグ貢川店

山梨

サンドラッグ

サンドラッグ南アルプス店

山梨

サンドラッグ

サンドラッグいちやまドラッグ徳行店

山梨

サンドラッグ

サンドラッグいちやまドラッグ玉穂店

山梨

サンドラッグ

サンドラッグ河口湖赤坂店

山梨

サンドラッグ

サンドラッグ河口湖ﾌｫﾚｽﾄﾓｰﾙ店

山梨

サンドラッグ

サンドラッグ敷島店

山梨

サンドラッグ

サンドラッグいちやまドラッグ山梨店

山梨

サンドラッグ

サンドラッグ塩山店

山梨

サンドラッグ

サンドラッグいちやまドラッグ城山店

山梨

サンドラッグ

サンドラッグビッグサン昭和店

山梨

サンドラッグ

サンドラッグ国母店

山梨

サンドラッグ

サンドラッグ緑が丘店

山梨県甲府市上町2425-1
TEL：055-244-1251
山梨県甲府市飯田1-2-4
TEL：055-223-8155
山梨県中央市山之神3356-1
TEL：055-274-2050
山梨県笛吹市一宮町竹原田１３３３
0553-47-5412
山梨県甲府市上石田３－９－１３
055-225-0020
山梨県南アルプス市十五所字西原685-11
055-280-8152
山梨県甲府市徳行2-13-3
055-228-8090
山梨県中央市若宮50-1
055-274-3888
山梨県南都留郡富士河口湖町船津字地蔵丸尾５１６５－２
0555-24-5751
山梨県南都留郡富士河口湖町小立字白木4286-1
0555-83-5533
山梨県甲斐市中下条字三味堂935-1
055-267-2233
山梨県山梨市上神内川１２４７－１
0553-22-2365
山梨県甲州市塩山下塩後943-1
0553-32-6250
山梨県富士吉田市上吉田城山南１７２６－１
0555-23-1531
山梨県中巨摩郡昭和町西条860-1
055-275-1050
山梨県甲府市大里町392番地
055-241-5208
山梨県甲府市緑が丘1-2-16
055-251-3917

山梨

サンドラッグ

サンドラッグ田富リバーサイド店

山梨

サンドラッグ

サンドラッグ韮崎店

山梨

サンドラッグ

サンドラッグ青沼店

山梨

サンドラッグ

サンドラッグライフガーデン韮崎店

山梨

サンドラッグ

サンドラッグいちやまドラッグ双葉店

山梨

サンドラッグ

サンドラッグいちやまドラッグ塩山店

山梨県中央市山之神3625-1
055-273-6086
山梨県韮崎市藤井町南下条163-1
0551-23-7722
山梨県甲府市青沼2-1-1
055-222-0031
山梨県韮崎市若宮2-2-23
0551-30-0030
山梨県甲斐市龍地池久保４４４５－１
0551-28-7733
山梨県甲州市塩山下於曽１６２０
0553-33-2173

[長野県]
長野 ローズマリー ローズマリー

松本パルコ店

長野

アミング

アミング 稲里中央店

長野

カワチ薬品

カワチ薬品 佐久平店

長野

カワチ薬品

カワチ薬品 上田北店

長野

カワチ薬品

カワチ薬品 飯田店

長野

カワチ薬品

カワチ薬品 塩尻店

長野

カワチ薬品

カワチ薬品 小諸店

長野

サンドラッグ

サンドラッグ岡谷店

長野

サンドラッグ

サンドラッグいちやまドラッグ諏訪店

長野

サンドラッグ

サンドラッグ塩尻店

長野

サンドラッグ

サンドラッグ南松本店

長野 ァミリードラッ ファミリードラッグ

竜東店

長野 セントハンズ セントハンズ

諏訪店

長野 セントハンズ セントハンズ

松本店

長野

アベニュー

アベニュー 諏訪ふれあい広場店

長野県松本市中央1-10-30 松本パルコ 2F
026-338-2115
長野県長野市稲里町中央2丁目18-6
026-286-6800
長野県佐久市大字岩村田1763-1
TEL：0267-68-7221
長野県上田市秋和420
TEL：0268-24-4137
長野県飯田市羽場町3-1-3
TEL：0265-24-5907
長野県塩尻市大門並木町11-10
TEL：0263-52-6356
長野県小諸市丙384-3
TEL：0267-24-4230
長野県岡谷市神明町3-1-3
0266-21-1335
長野県諏訪市中洲3585
0266-54-2271
長野県塩尻市大門一番町7-2
0263-51-6377
長野県松本市村井町北2-14-57
0263-85-3157
長野県伊那市中央５０９２－１
0265-71-6338
長野県諏訪市諏訪1-6-1 スワプラザ2Ｆ
0266-52-0090
長野県松本市中央4-9-43 カタクラモール1Ｆ
0263-34-3344
長野県諏訪市中洲5723-3
0266-56-3202

[新潟県]
新潟

アミング

アミング 新潟店

新潟

アミング

アミング 牡丹山店

新潟

アミング

アミング 長岡店

新潟

アミング

アミング 燕三条店

新潟

カワチ薬品

カワチ薬品 松崎店

新潟

カワチ薬品

カワチ薬品 黒埼インター店

新潟

カワチ薬品

カワチ薬品 豊栄店

新潟

カワチ薬品

カワチ薬品 青山店

新潟

カワチ薬品

新潟
新潟
新潟

ムサシ
ドンキホー
テ
ドンキホー
テ

カワチ薬品 長岡店
スーパーセンタームサシ新潟店
アークオアシス

ドンキホーテ 新潟駅南店
ドンキホーテ 長岡インター店
[富山県]

富山

アミング

アミング 婦中店

富山

アミング

アミング 藤の木店

富山 B＆Bハウス
富山 B＆Bハウス

B＆B HOUSE本郷店
B＆B HOUSE上飯野店

新潟県新潟市中央区上所上2丁目2番23号
025-280-1150
新潟県新潟市東区牡丹山１丁目24番5号
電話番号 025-272-0011
新潟県長岡市古正寺3丁目70番地
0258-25-8670
新潟県燕市井土巻2丁目48番地
0256-61-0050
新潟県新潟市東区新松崎1-6-17
025-271-9096
新潟県新潟市西区山田字堤付2307-386
025-232-1161
新潟県新潟市北区かぶとやま2-3-4
025-387-6195
新潟県新潟市西区青山4-3-13
025-266-3101
新潟県長岡市喜多町字鐙潟755
0258-29-6011
新潟県新潟市中央区姥ヶ山45-1スーパセンタームサシ新潟店2Ｆ
025-287-2311
新潟県新潟市中央区南笹口1-1-1
025-290-4333
新潟県長岡市福山町1078
0258-46-0311
富山県富山市婦中町西ケ丘474番地1
076-466-0700
富山県富山市町村2丁目73番地
076-493-7350
富山県富山市本郷通52-4
076-491-0431
富山県富山市上飯野41-5
076-451-0004

[石川県]

プラザ 香林坊アトリオ店

石川

プラザ

石川

アミング

アミング 金沢ベイ店

石川

アミング

アミング 元町店

石川

アミング

アミング 高尾店

石川

アミング

アミング 松任店

石川

ルネ

石川

イオン

ルネ ファミーユ金沢
イオン 杜の里店

石川県金沢市香林坊1-1-1 香林坊アトリオB1F
076-221-1911
石川県金沢市無量寺第二土地区画整理事業区内17街区
076-266-3022
石川県金沢市元町2丁目10番23号
076-251-7100
石川県金沢市三馬１丁目373番地
076-280-7266
石川県白山市幸明町145番地
076-274-6321
石川郡野々市町上林4-528
076-294-8858
石川県金沢市もりの里１丁目７０番地
076-234-8888

[福井県]
福井

ロフト

福井

アミング

福井ロフト
アミング 高柳店

福井県福井市中央1-9-20
0776-20-6210
福井県福井市高柳町20-15-1
0776-57-7750

福井

アミング

アミング 若杉店

福井県福井市若杉4丁目810
0776-36-2122

[静岡県]
静岡

東急ハンズ

東急ハンズ 静岡店

静岡

カワチ薬品

カワチ薬品 清水鳥坂店

静岡

カワチ薬品

カワチ薬品 浜北店

静岡

カワチ薬品

カワチ薬品 富士厚原店

静岡

カワチ薬品

カワチ薬品 吉田店

静岡

高田薬局

静岡

サンドラッグ

サンドラッグ呉服町店

静岡

サンドラッグ

サンドラッグ浜松可美店

静岡

サンドラッグ

サンドラッグ浜松プラザ店

静岡

サンドラッグ

サンドラッグ焼津三ヶ名店

静岡

サンドラッグ

サンドラッグ藤枝小石川店

静岡

サンドラッグ

サンドラッグ島田店

静岡

サンドラッグ

サンドラッグ清水店

静岡

サンドラッグ

サンドラッグ浜松西店

静岡

ジャスコ

ジャスコ 富士宮店

静岡

ジャスコ

ジャスコ 袋井店

ウインダーランド 新静岡セノバ店

静岡 ドンキホーテ MEGAドン・キホーテ浜松可美店

PiUMagi 呉服町店

静岡

PiUMagi

静岡

NEST

NEST 清水店

静岡

NEST

NEST 富士店

静岡

ホビヨン

静岡

ホビヨン

ホビヨン藤枝店
ホビヨン富士店

静岡県静岡市葵区鷹匠1-1-1 新静岡セノバ３階
054-266-9311

静岡県静岡市清水区鳥坂684
TEL：054-348-5830
静岡県浜松市浜北区染地台5-6-22
TEL：053-586-8831
静岡県富士市厚原110-1
TEL：0545-72-5655
静岡県榛原郡吉田町住吉1295-1
TEL：0548-33-3890
静岡県静岡市葵区鷹匠1丁目1-1 セノバ Ｂ１Ｆ
054-266-7145
静岡県静岡市葵区呉服町2-4-1
054-250-2020
静岡県浜松市南区東若林町11-1
053-442-5480
静岡県浜松市東区上西町985
053-469-1355
静岡県焼津市三ヶ名1130
054-629-2181
静岡県藤枝市小石川町4-17-10
054-647-5155
静岡県島田市大川町11番の1
0547-33-5011
静岡県静岡市清水区宝町1-8
054-361-6255
静岡県浜松市西区馬郡町2535 はままつ西MALL内
053-596-3171
静岡県富士宮市浅間町1-8
0544-25-5310
静岡県袋井市上山梨4-1-1
0538-30-1111
静岡県浜松市南区東若林町11-1
053-441-3810
静岡県静岡市葵区呉服町2-3-7
054-653-2115
静岡市清水入船町１３番地１５ エスパルスドリームプラザ2F
0543-55-1711
静岡県富士市米之宮町２２５
0545-60-7111
静岡県藤枝市築地539-1
054-644-0030
静岡県富士市青葉町157
0545-66-3567

[愛知県]

名古屋ロフト

愛知

ロフト

愛知

東急ハンズ

東急ハンズ 名古屋店

愛知

東急ハンズ

東急ハンズ ANNEX店

愛知

ショップイン

ショップイン 名古屋スカイル店

愛知

プラザ

プラザ 名古屋松坂屋店

愛知 ローズマリー ローズマリー

名古屋パルコ店

愛知 シャンドエルブシャン・ド・エルブ

豊田店

愛知 シャンドエルブシャン・ド・エルブ

豊橋店

美髪Navi PLAN A

愛知

アマノ

愛知

パルファン

パルファン ナゴヤドーム店

愛知

パルファン

パルファン アピタ安城南店

愛知

スギ薬局

スギ薬局 ｲｵﾝﾅｺﾞﾔﾄﾞｰﾑ前店

愛知

スギ薬局

スギ薬局 大須店

愛知

スギ薬局

スギ薬局 錦店

愛知

スギ薬局

スギ薬局 金山駅前店

愛知

スギ薬局

スギ薬局 岡崎北店

愛知

スギ薬局

スギ薬局 高浜店

愛知

アインズ＆
トルぺ

愛知

ビブレ

愛知

ヘルスバン
ク

アインズ＆トルペ 広小路ﾌﾟﾚｲｽ店
ＶＩＶＲＥ 名古屋ワンダーシティ
ヘルスバンク 大山店

愛知県名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク１階
052-219-3012
愛知県名古屋市名駅1-4 JR名古屋タカシマヤ内5F
052-566-0174
愛知県名古屋市中区錦3-5-4
052-961-5719
愛知県名古屋市中区栄3-4-5 スカイルB2F
052-264-6535
愛知県名古屋市中区栄3-16-1 松坂屋名古屋店南館 ４F
052-262-6323
愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ 西館B1F
052-264-8013
愛知県豊田市若宮町1-57-1 T-FACE １階
0565－63－5241
愛知県豊橋市駅前大通1-135ココラアベニュー2F
0532-57-6010
愛知県名古屋市中区錦3-16-10 サカエ北地下街
052-971-1170
愛知県名古屋市東区矢田南4－102－3 イオンドームマエS1F
052－719－7608
愛知県安城市桜井町貝戸尻60 アピタ安城南１F
0566－73－3382
愛知県名古屋市東区矢田南四丁目102番3号 イオンナゴヤドーム前ショッピン
グセンター内1階
052-725-2921
愛知県名古屋市中区大須三丁目33番8号
052-238-0391
愛知県名古屋市中区錦3丁目23番6号 宝塚ビル1階
052-950-3156
愛知県名古屋市中区金山1-12-14 金山総合ビル1F
052-324-6631
愛知県岡崎市百々西町5-1
0564-65-0610
愛知県高浜市神明町1丁目6番11
0566-54-4531
愛知県名古屋市中区栄4丁目2-29 名古屋広小路プレイス1F
052-249-8881
愛知県名古屋市西区二方町40番 ＶＩＶＲＥ２階 コーゼビューティコーナー
052-509-5691
愛知県一宮市大赤見西川垂14-1
0586-81-1039

ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク
ヘルスバン
ク

ヘルスバンク 千秋店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ小牧郷中店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ津島店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ高浜店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ小牧岩崎店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ篠原橋店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ東海中央店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ洞町店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ師勝店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ鹿山店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ半田住吉店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ砂田橋店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ浅井店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ下坂店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ稲葉地店

愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知

ヘルスバンク 末広店
ヘルスバンク 森本店
ヘルスバンク 浅井店
ヘルスバンク 尾西店
ヘルスバンク 千秋小山店
ヘルスバンク 明地店
ヘルスバンク 一宮フランテ館店
ヘルスバンク 鶴舞店
ヘルスバンク 本山店
ヘルスバンク 今市場店
ヘルスバンク 三心江南店
ヘルスバンク 松竹店
ヘルスバンク 般若店
ヘルスバンク ピアゴ江南店
ヘルスバンク 古知野店
ヘルスバンク 池之内店
ヘルスバンク 久保一色店
ヘルスバンク 小松寺店
ヘルスバンク 小牧パワーズ店
ヘルスバンク 郷中店
ヘルスバンク 五郎丸店
ヘルスバンク アピタ大口店
ヘルスバンク 扶桑店
ヘルスバンク 国府宮店
ヘルスバンク 大里店
ヘルスバンク 味美店
ヘルスバンク ナフコ下津店
ヘルスバンク 西春店

愛知県一宮市千秋町佐野農中58-2
0586-77-6530
愛知県一宮市末広3-18-1
0586-44-7999
愛知県一宮市森本2-26-4
0586-23-4525
愛知県一宮市浅井町大日比野字清郷105
0586-51-5536
愛知県一宮市小信中島字下郷西7-1
0586-61-9338
愛知県一宮市千秋町小山字新屋敷644-1
0586-81-0321
愛知県一宮市明地字金屋敷76-1
0586-69-5770
愛知県一宮市大和町毛受辻畑6-2
0586-43-3995
愛知県名古屋市中区千代田2-16-22
052-251-7807
愛知県名古屋市千種区本山町2-75
052-764-9494
愛知県江南市今市場町高根144
0587-56-5390
愛知県江南市大字野白町字野白46
0587-53-7789
愛知県江南市松竹町高山2番1
0587-56-5750
愛知県江南市般若町南山312番地
0587-53-3820
愛知県江南市村久野町瀬頭163番地
0587-57-3521
愛知県江南市古知野町花霞198番地
0587-54-6623
愛知県小牧市大字池之内字羽根海道761-1
0568-78-3239
愛知県小牧市大字久保一色字北屋敷2936-1
0568-71-7633
愛知県小牧市大字小松寺字東前94-1
0568-72-2636
愛知県小牧市間々原新田字上新池944番地
0568-41-5778
愛知県小牧市郷中1丁目242
0568-75-2839
愛知県犬山市大字五郎丸字清水坪28-2
0568-65-1411
愛知県丹羽郡大口町丸二丁目36 番地
0587-94-0070
愛知県丹羽郡扶桑町大字高木字白山前511番地
0587-93-6262
愛知県稲沢市国府宮神田町15
0587-24-9901
愛知県稲沢市日下部西町2丁目74-1
0587-23-8080
愛知県春日井市花長2丁目13番11
0568-32-6316
愛知県春日井市下津町北島210
0568-56-3188
愛知県北名古屋市法成寺松の木48番地
0568-24-0780
愛知県小牧市郷中２丁目１８２番地４番
0568-42-1107
愛知県津島市藤浪町2丁目8番地
0567-22-5096
愛知県高浜市神明町7-13-7
0566-54-2677
愛知県小牧市尾張北部都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理事業地内６
８街区１－２
0568-42-6531
愛知県名古屋市中川区清川町二丁目1
052-369-1036
愛知県東海市中央区7-88
0562-31-1158
愛知県岡崎市洞町字下荒田8-1
0564-65-8535
愛知県北名古屋市鹿田西赤土3-1
0568-26-7795
愛知県名古屋市緑区鹿山2-15-1
052-899-3385
愛知県半田市住吉町2-118-1
0569-25-7877
愛知県名古屋市東区砂田橋1-1-10
052-725-7665
愛知県一宮市浅井町尾関字上川田60
0586-53-2771
愛知県名古屋市瑞穂区下坂町3-40
052-889-6271
愛知県名古屋市中村区稲葉地町1-78
052-419-2271

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ久地野店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ千音寺店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ碧南幸町店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ弥栄店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ半城土中町店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ油屋店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ美園店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグにしの台店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ日進駅前店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ永覚新町店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ岡崎大和店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ滝の水店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ上重原店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ新知店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ大府店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグバロー城山店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ瀬戸店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ安城朝日町店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ汐田橋店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ井ヶ谷店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ二川店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ如意店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ江南店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ神守店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ開明店

愛知

サンドラッグ

サンドラッグ東栄店

愛知

ジャスコ

ジャスコ 守山店

愛知

ジャスコ

ジャスコ 熱田店

愛知

ジャスコ

ジャスコ 小牧店

愛知

ジャスコ

ジャスコ 木曽川店

愛知

ジャスコ

ジャスコ 東浦店

愛知 ドンキホーテ ドンキホーテ

名古屋本店

愛知 ドンキホーテ ドンキホーテ

パウ 中川山王店

愛知 ドンキホーテ ドンキホーテ

緑店

愛知 ドンキホーテ ドンキホーテ

一宮店

愛知 ドンキホーテ ドンキホーテ

楽市街道店

愛知 ドンキホーテ ドンキホーテ

パウ 新安城店

愛知 ドンキホーテ ドンキホーテ

豊田店

愛知

アムル

アムル

愛知県北名古屋市久地野権現10
0568-26-6731
愛知県名古屋市中川区新家1-1614
052-439-5322
愛知県碧南市幸町5-6-1
0566-43-5975
愛知県西加茂郡三好町大字三好字弥栄11-4
0561-33-5531
愛知県刈谷市半城土中町3-1-8
0566-62-6310
愛知県名古屋市港区油屋町2-32
052-389-6322
愛知県安城市美園町1-17-7
0566-79-3553
愛知県知多市にしの台4-12-8
0562-54-3521
愛知県日進市栄2-1307
0561-75-5731
愛知県豊田市永覚新町3-64-3
0565-74-2577
愛知県岡崎市大和町字西島10
0564-33-3206
愛知県名古屋市緑区上旭1-1615
052-899-3733
愛知県知立市南新地1-13-2
0566-84-5273
愛知県知多市新知字佐布見58-1
0562-54-1301
愛知県大府市柊山町1-98
0562-45-6560
愛知県尾張旭市北原山土地計画整理地区内3街地
0561-55-7531
愛知県瀬戸市市場町16
0561-89-6855
愛知県安城市朝日町21-12
0566-73-5688
愛知県豊橋市牟呂町扇田21-1
0532-38-5688
愛知県刈谷市井ヶ谷町下前田60
0566-62-7677
愛知県豊橋市大岩町字久保田9-1
0532-65-6181
愛知県名古屋市北区如意3-5-1
052-909-6531
愛知県江南市後飛保町前川103
0587-52-3531
愛知県津島市蛭間町字新田376-1ヤマナカ神守店内
0567-22-6221
愛知県一宮市開明字南井保里２
0586-48-4061
愛知県安城市東栄町高根19-1
0566-96-1830
名古屋市 守山区 笹ケ根３丁目１２２８番地
052-739-0111
名古屋市 熱田区 六野１丁目２番11号
052-884-0300
愛知県小牧市東1-126
0568-74-2311
愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ッヶ池25番１
0586-84-4333
愛知県知多郡東浦町大字緒川字申新田２区６７－８
0562-82-2800
愛知県名古屋市北区玄馬町234-1
052-909-6511
愛知県名古屋市中川区山王4-5-5
052-324-4411
愛知県名古屋市緑区鳥澄1-401
052-877-2111
愛知県一宮市西出町31番地
052-909-6511
愛知県北名古屋市中之郷神明45-1
0568-26-4801
愛知県安城市東栄町3-1-12
0566-96-5611
愛知県豊田市青木町4丁目57番地
0565-45-5353
愛知県春日井市如意申町7-1-8
0568-34-0189

[岐阜県]
岐阜

ジャスコ

ジャスコ 各務原店

岐阜

ジャスコ

ジャスコ 岐阜店

岐阜 ヘルスバンク ヘルスバンク

武芸川店

岐阜県各務原市那加萱場町3-8
058-375-3500
岐阜県岐阜市正木中１丁目２番１号
058-294-1100
岐阜県関市武芸川町高野字西枠の手519-3
0575-46-1468

岐阜 ヘルスバンク ヘルスバンク

小瀬店

岐阜 ヘルスバンク ヘルスバンク

東新町店

岐阜 ヘルスバンク ヘルスバンク

柳井津店

岐阜 ヘルスバンク ヘルスバンク

敷島店

岐阜 ヘルスバンク ヘルスバンク

高富深瀬店

岐阜 ヘルスバンク ヘルスバンク

高富南店

岐阜 ヘルスバンク ヘルスバンク

美濃加茂店

岐阜 ヘルスバンク ヘルスバンク

加茂野店

岐阜 ヘルスバンク ヘルスバンク

東山店

岐阜 ヘルスバンク ヘルスバンク

西之一色店

岐阜 ヘルスバンク ヘルスバンク

竹鼻店

岐阜 ヘルスバンク ヘルスバンク

蘇原店

岐阜 ドンキホーテ ドンキホーテ

柳ヶ瀬店

岐阜 マツモトキヨシマツモトキヨシ

モレラ岐阜店

岐阜 ドンキホーテ MEGAドンキホーテ

岐阜瑞穂店

岐阜

サンドラッグ

サンドラッグ岐阜六条店

岐阜

サンドラッグ

サンドラッグ大垣店

岐阜

サンドラッグ

サンドラッグ羽島店

岐阜

サンドラッグ

サンドラッグ岩地店

岐阜

サンドラッグ

サンドラッグ北方店

岐阜県関市十三塚北18番1
0575-25-2555
岐阜県関市東新町4丁目372番地
0575-25-2408
岐阜県岐阜市柳津町梅松4-138
058-387-7720
岐阜県岐阜市敷島町9丁目15-2
058-253-5332
岐阜県山県市大字東深瀬117番地の１
0581-27-3822
岐阜県山県市大字高富587番地
0581-27-0015
岐阜県美濃加茂市新池町1丁目50番地の1
0574-28-9833
岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉字新屋敷1392
0574-28-9285
岐阜県高山市松之木272-1
0577-37-6188
岐阜県高山市西之一色町3丁目1213-2
0577-37-7877
岐阜県高山市西之一色町3丁目1213-2
0577-37-7877
岐阜県各務原市蘇原花園町4丁目10番1
058-389-9130
岐阜県岐阜市徹明通一丁目15番地
058-267-6811
岐阜県本巣市三橋1100 モレラ岐阜1階
058-323-8112
岐阜県瑞穂市稲里580-1
058-329-0411
岐阜県岐阜市六条南１丁目１７番１４号
058-268-2135
岐阜県大垣市三塚町丹瀬463-1
0584-77-1608
岐阜県羽島市江吉良町2939バロー羽島インター店内
058-397-1521
岐阜県岐阜市岩地2-2-6
058-259-7387
岐阜県本巣市上真桑2218-1
058-320-0181

[三重県]
三重

ジャスコ

ジャスコ 松阪店

三重

ジャスコ

ジャスコ 四日市尾平店

三重

ジャスコ

ジャスコ 四日市北店

三重

サンドラッグ

サンドラッグ生桑店

三重

サンドラッグ

サンドラッグ大黒田店

三重

サンドラッグ

サンドラッグ島崎店

三重

サンドラッグ

サンドラッグ松阪店

三重

サンドラッグ

サンドラッグ久居店

三重

サンドラッグ

サンドラッグ四日市店

三重

サンドラッグ

サンドラッグ鈴鹿店

三重県松阪市船江町1392-27
0598-52-4711
三重県四日市市尾平町字天王川原１８０５
059-330-0600
三重県四日市市富州原町２－４０
059-361-6000
三重県四日市市生桑町149-1
059-330-5040
三重県松阪市大黒田町548
0598-25-5717
三重県津市島崎町36
059-221-2751
三重県松阪市高町字中道332サントピア松阪店内
0598-50-5060
三重県津市戸木町7901－1
059-254-1055
三重県四日市市日永西3-5-28
059-349-1230
三重県鈴鹿市東旭が丘2丁目1番31号
059-380-6464

[滋賀県]
滋賀 ローズマリー ローズマリー

大津パルコ店

ジャスコ 長浜店

滋賀

ジャスコ

滋賀

サンドラッグ

サンドラッグ愛知川店

滋賀

サンドラッグ

サンドラッグ甲西中央店

滋賀

サンドラッグ

サンドラッグ大津美崎店

滋賀 ドンキホーテ ドン・キホーテ

草津店

滋賀 ドンキホーテ ドン・キホーテ

長浜店

滋賀県大津市打出浜14-30 大津パルコ 2F
077-527-7068
滋賀県長浜市山階町271-1
0749-68-5500
滋賀県愛知郡愛荘町愛知川58 平和堂愛知川店内
0749-49-6380
滋賀県湖南市中央1-38 平和堂甲西中央店内
0748-71-2280
滋賀県大津市美崎町5-1
077-531-2215
滋賀県草津市木川町311-1
077-569-2411
滋賀県長浜市小堀町407-1

[京都府]
京都

ショップイン

ショップイン 京都 Ｔｈｅ ＣＵＢＥ店

京都

ショップイン

ショップイン 河原町OPA店

京都

東急ハンズ

ハンズビー 京都マルイ店

京都

ビブレ

北大路ビブレ ボディケアコーナー

京都 マツモトキヨシマツモトキヨシ

京都四条通り店

京都

アインズ＆
トルぺ

アインズ＆トルぺ ラクエ四条烏丸店

京都

サンドラッグ

サンドラッグ山科三条店

京都

サンドラッグ

サンドラッグ新京極店

京都 ドラッグひかりドラッグひかり

嵯峨店

京都 ドラッグひかりドラッグひかり

千本中立売店

京都 ドラッグひかりドラッグひかり

西加茂店

京都 ドラッグひかりドラッグひかり

花園藤ノ木店

京都 ドラッグひかりドラッグひかり

千本今出川店

京都 ドラッグひかりドラッグひかり

四条堀川店

京都 ドラッグひかりドラッグひかり

平野神社店

京都 ドラッグひかりドラッグひかり

河原町寺町店

京都

タキヤ

ウエルシア福知山店

京都

タキヤ

れこっず綾部店

京都 ヨドバシカメラ ヨドバシカメラ
京都

ジャスコ

マルチメディア京都店

ジャスコ 京都五条店

京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町657番地 京都駅ビルThe
CUBE B2F
075-365-8628
京都府京都市中央区河原町通四条上る河原町OPA４階
075-255-8141
京都府京都市下京区四条通河原町東入真町68京都マルイ地下1階
075-252-0126
京都府京都市北区小山北上総町49-1 北大路ビブレ内
075-495-8561
京都府京都市下京区麩屋町四条下奈良物359
075-211-9566
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101ﾗｸｴ四条烏丸3階
075-221-5780
京都府京都市山科区竹鼻西ノ口町83
075-583-5301
京都府京都市中京区中筋町488
075-253-6500
京都府京都市右京区嵯峨中通町23-5
075-873-3188
京都府京都市上京区中立売通浄福寺西入ル加賀屋町387
075-417-6100
京都府京都市北区西賀茂大道口町80-3
075-496-1160
京都府京都市中京区西ノ京藤ノ木町11
075-813-2055
京都府京都市上京区千本通寺ノ内下ル花車町470
075-417-3351
京都府京都市下京区四条通油小路西入藤本寄町26-1朝日生命ビル1F
075-257-5501
京都府京都市北区平野上八丁柳町５４
075-467-8912
京都府京都市下京区寺町通松原下る植松町７３３番河原町ＮＮＮビル１Ｆ
075-353-1022
京都府福知山市荒河東197町
0773-24-6058
京都府綾部市宮代町宮ノ下12－1
0773-40-2266
京都府京都市下京区京都駅前 京都タワー横 1階
075-351-1010
京都府京都市右京区西院追分町２５－１
075-322-2300

[奈良県]
奈良

ビブレ

奈良ビブレ コーゼビューティー

奈良

コクミン

コクミン 西大寺店

奈良 エムズドラッグ エムズドラッグ

桜井店

奈良 エムズドラッグ エムズドラッグ

天理店

奈良 エムズドラッグ エムズドラッグ

大和高田店

奈良 エムズドラッグ エムズドラッグ

天理ハッスル店

奈良 エムズドラッグ エムズドラッグ

学園大和店

奈良 エムズドラッグ エムズドラッグ

東九条店

奈良 エムズドラッグ エムズドラッグ

奈良阪店

奈良 エムズドラッグ エムズドラッグ

三宅店

奈良

サンドラッグ

サンドラッグ奈良店

奈良

サンドラッグ

サンドラッグ良福寺店

奈良

サンドラッグ

サンドラッグ橿原真菅店

奈良

サンドラッグ

サンドラッグ橿原店

奈良県奈良市小西町25
0742-23-3321
奈良県西大寺国見町1-1-1 大和西大寺駅内
074-230-5930
奈良県桜井市大字粟殿1008-2
0744-46-0751
奈良県天理市田井庄町715
0743-63-5238
奈良県大和高田市市場796-2
0745-23-3772
奈良県天理市田町410-1 スーパーハッスル3内1階
0743-62-5511
奈良県奈良市学園大和町6丁目1542-44
0742-52-6660
奈良県奈良市東九条町183-1
0742-64-2810
奈良県奈良市奈良阪町2265-3番地
0742-25-2562
奈良県磯城郡三宅町大字屏風111-1
0745-43-2616
奈良県奈良市角振町26いせやビル１F
0742-20-6222
奈良県香芝市良福寺51番
0745-71-6051
奈良県橿原市中曽司町101-1
0744-20-1231
奈良県橿原市大軽町125-1
0744-26-6522

サンドラッグ京終店

奈良

サンドラッグ

奈良

タキヤ

れこっず奈良駅前店

奈良

タキヤ

ウエルシア大和郡山店

奈良

ジャスコ

ジャスコ 大和郡山店

奈良

ジャスコ

ジャスコ 橿原店

奈良

ジャスコ

ジャスコ 登美ヶ丘店

奈良県奈良市南京終町710－1
0742-50- 5227.
奈良県奈良市大宮町1-3-8
0742-30-0678
奈良県大和郡山市小泉町2849-1
0743-54-1401
奈良県大和郡山市下三橋町741
0743-54-7111
奈良県橿原市曲川町７-２０-１
0744-25-8700
奈良県生駒市鹿畑町３０２７番地
0743-70-0001

[和歌山県]
和歌山 サンドラッグ

サンドラッグ 岩出店

和歌山県岩出市今中119-1
0736-69-5385

[大阪府]
大阪

ロフト

梅田ロフト

大阪

ロフト

阿倍野ロフト

大阪

ロフト

八尾ロフト

大阪

東急ハンズ

東急ハンズ 梅田店

大阪

東急ハンズ

東急ハンズ 心斎橋店

大阪

東急ハンズ

東急ハンズ 江坂店

大阪

東急ハンズ

東急ハンズ あべのキューズモール店

大阪

ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ

カラーフィールド 梅田店

大阪

ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ

カラーフィールド 千里中央店

大阪

ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ

Ｃｌｅｄｕｐｌｅクレデュプレ 梅田店

大阪

ショップイン

ショップイン 京阪百貨店 ひらかた店

大阪

ショップイン

ショップイン ディアモール大阪店

大阪

ショップイン

ショップイン 梅田エスト店

大阪

ショップイン

ショップイン 京橋京阪モール店

大阪

ショップイン コスメティカ天満橋
ショップイン
京阪シティモール店

大阪

ショップイン

ショップイン 淀屋橋odona店

大阪

ショップイン

ショップイン 心斎橋OPA店

大阪

ショップイン

ショップイン なんばマルイ店

大阪

ショップイン

ショップイン 天王寺MIO店

大阪

プラザ

プラザ ルクア大阪店

大阪

プラザ

プラザ 梅田店

大阪

プラザ

プラザ 梅田HEP ＦＩＶＥ店

大阪

プラザ

プラザ なんばCITY店

大阪

エピソード

エピソード 桃谷店

大阪

エピソード

エピソード 森ノ宮店

大阪

エピソード

エピソード 天王寺店

大阪 ローズマリー ローズマリー

くずはモール店

大阪 ローズマリー ローズマリー

すみのどう京阪店

H＆B Place ルクア大阪店

大阪

H＆B

大阪

チャーリー

大阪

セサミ

セサミ パンジョ店

大阪

ビブレ

茨木VIVRE コーゼビューティー

大阪

アリー

アリー イオンモールりんくう泉南店

大阪

コクミン

コクミン 心斎橋中央店

大阪

コクミン

コクミン 北戎橋店

チャーリー アーバンテラス茶屋町店

大阪府大阪市北区茶屋町16-7 ２階
06-6359-0111
大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40 あべのand１階
06-6625-5130
大阪府八尾市光町2-60 オーロラモール5階 健康雑貨コーナー
072-995-6210
大阪府大阪市北区梅田3-1-1大丸梅田店12F
06-6347-7188
大阪府大阪市中央区南船場3-4-12 2F
06-6262-6831
大阪府吹田市豊津町9-40
06-6338-6161
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール B１F
06-6645-0109
大阪市北区芝田1-1-3 阪急梅田駅2階改札口外
06-6371-6707
大阪府豊中市新千里東町 1丁目3―25 北大阪急行千里中央駅構内
06-6873-9101
大阪市北区芝田１－１－２ 阪急梅田駅 ３階改札外
06-6292-6005
大阪府枚方市岡東町19-19 京阪百貨店ひらかた店2F
072-861-3250
大阪府大阪市北区梅田1丁目 ディアモール大阪内
06-6348-4634
大阪府大阪市北区角田町3-25 梅田エスト内
06-6292-5715
大阪府大阪市都島区東野田町2-1-38 京阪モール３階
06-6356-3408
大阪府大阪市中央区天満橋京町１－１ 京阪シティモールB1F
06－4790－6201
大阪府大阪市中央区今橋4-1-1 淀屋橋odona B１階
06-6221-2977
大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋OPA B2F
06-6258-3907
大阪府大阪市中央区難波3-8-9 なんばマルイ B１階
06-9633-7932
大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺MIO7F
06-6770-1172
大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪 6F
06-6347-0351
大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街南館１階
06-6372-5701
大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 4F
(06)6130-7631
大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばCITY B2階
06-6644-2521
大阪府大阪市天王寺区堂ヶ芝1-8-28 JR桃谷駅構内
06-6774-2753
大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-1-45 JR森ノ宮駅構内
06-6910-6514
大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-45 JR天王寺駅構内
06-6774-2880
大阪府枚方市楠葉花園町15-1 KUZUHA MALL 本館2F
072-855-8368
大阪府大東市赤井1-4-1 ぽっぷたうん住道オペラパーク
072-874-7276
大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクアB1F
06-6347-1018
大阪府大阪市北区茶屋町15-22 アーバンテラス茶屋町 A棟
06-4256-8301
大阪府堺市南区茶山台1-3-1 パンジョ３階
072-294-3293
大阪府茨木市松ヶ本町8-30-1
072-645-3131
大阪府泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南店１階
072-480-6143
大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-8-5
06-6214-2030
大阪市中央区道頓堀1丁目8番13号
06-6214-5930

大阪

サンドラッグ

サンドラッグ堺草尾店

大阪

サンドラッグ

サンドラッグ豊中上野店

大阪

サンドラッグ

サンドラッグ天神橋店

大阪

サンドラッグ

サンドラッグ玉造店

大阪

サンドラッグ

サンドラッグ貝塚津田北町店

大阪

サンドラッグ

サンドラッグ横堤店

大阪

サンドラッグ

サンドラッグ今里店

大阪

サンドラッグ

サンドラッグ高槻西冠店

大阪

サンドラッグ

サンドラッグ東三国店

大阪

サンドラッグ

サンドラッグ高槻上牧店

大阪

サンドラッグ

サンドラッグ和泉観音寺店

大阪

サンドラッグ

サンドラッグ半田店

大阪

サンドラッグ

サンドラッグくずは店

大阪

サンドラッグ

サンドラッグ若江南店

大阪

サンドラッグ

サンドラッグ箕面店

大阪

サンドラッグ

サンドラッグ遠里小野店

大阪

タキヤ

TAKIYA小野原西店

大阪

タキヤ

TAKIYA太子橋店

大阪

タキヤ

TAKIYA東鴻池店

大阪

タキヤ

TAKIYA巽南店

大阪

タキヤ

TAKIYA小野原店

大阪

タキヤ

TAKIYA貝塚店

大阪

タキヤ

TAKIYAりんくうシークル店

大阪

タキヤ

ウエルシアみくりや店

大阪

タキヤ

ウエルシア新石切店

大阪 アピスドラッグ アピスドラッグライト

緑地公園駅店

大阪 エムズドラッグ エムズドラッグ

牧野店

大阪 エムズドラッグ エムズドラッグ

横小路店

大阪

キタバ薬局

大阪

ジャスコ

キタバ薬局 河内長野店
ジャスコ 新茨木店

大阪 ヨドバシカメラ ヨドバシカメラ

マルチメディア梅田店

大阪 ドンキホーテ ドン・キホーテ

パウ石切店

大阪府堺市東区草尾764-1
072-230-3027
大阪府豊中市上野東1-4-10
06-4865-3031
大阪府大阪市北区天神橋4丁目10-8
06-4801-9590
大阪府天王寺区玉造元町3-26
06-6191-8157
大阪府貝塚市津田北町２８番１号
072-430-5276
大阪府大阪市鶴見区横堤3-6-43
06-6914-3058
大阪府大阪市東成区大今里3-1-30
06-6975-3015
大阪府高槻市西冠3-29-7
072-670-3371
大阪府大阪市淀川区西三国1-7-41
06-4807-7881
大阪府高槻市神内2-13-32
072-684-8222
大阪府和泉市観音寺町220-1
0725-40-3045
大阪府大阪狭山市半田1-217-1
072-368-6366
大阪府枚方市楠葉朝日２丁目１の８
072-864-0991
大阪府東大阪市若江南町1-1-8
06-6736-6270
大阪府箕面市坊島1-1-20
072-720-7501
大阪府大阪市住吉区遠里小野1-7-13
06-4700-3077
大阪府箕面市小野原西6-2-3
072-749-5210
大阪府大阪市旭区太子橋3-9-17
06-6951-0120
大阪府東大阪市東鴻池1丁目6-30 ロックタウン東大阪内
072-960-3878
大阪府大阪市生野区巽南5－7－6
06-4303-7830
大阪府箕面市小野原東6-1-30
072-749-1885
大阪府貝塚市近木1447
072-429-0221
大阪府泉佐野市りんくう往来南3番地
072-458-1545
大阪府東大阪市御厨栄町3－2－28
06-6618-3313
大阪府東大阪市弥生町2－43 新石切プラザ内
0729-87-8610
大阪府豊中市寺内2-4-1 緑地駅ビルＢ１Ｆ
06-6151-2531
枚方市牧野本町1丁目22-15
072-856-0996
東大阪市横小路町4丁目9番63号
072-984-7952
大阪府河内長野市西之山町7-2
0721-50-0016
大阪府茨木市中津町１８－１
072-632-5511
大阪府大阪市北区大深町1-1 1階
06-4802-1010
大阪府東大阪市西石切町7-3-46
072-980-8155

[兵庫県]

神戸ロフト

兵庫

ロフト

兵庫

東急ハンズ

兵庫

プラザ

兵庫

ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ

カラーフィールド西宮ガーデンズ店

兵庫

ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ

カラーフィールド 川西店

兵庫

ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ

カラーフィールド伊丹テラス店

兵庫

ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ

カラーフィールド阪急宝塚店

兵庫

ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ

カラーフィールド西神中央店

兵庫

ショップイン

ショップイン 川西モザイクボックス店

兵庫

ショップイン

ショップイン ららぽーと甲子園店

東急ハンズ三宮店
プラザ 三宮店

兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8
078-272-6210
兵庫県神戸市中央区下山手通2-10-1
078-321-6162
兵庫県神戸市中央区三宮町1-5-8 LABI三宮 B1F
078-391-5792
兵庫県西宮市高松町14-2-235-1 阪急西宮ガーデンズ2F
078-610024
兵庫県川西市栄町20-1-W203 ベルフローラかわにし２階
072-740-3580
兵庫県伊丹市藤ノ木１丁目1-1-3006(イオンモール伊丹テラス３階)
072-778-5566
兵庫県宝塚市栄町20-１-W203 阪急宝塚駅2階改札前
0797-83-6900
兵庫県神戸市西区糀台5丁目6-１-505（プレンティ専門店二番館１階）
078-990-1730
兵庫県川西市栄町１１番１号 モザイクボックス１階
072-740-2544
兵庫県西宮市甲子園八番町1-100 ららぽーと甲子園1F
0798-81-6802

兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫

兵庫県宝塚市栄町2-7-13 JR宝塚駅 マルシェ内
079-781-4548
兵庫県明石市大久保町ゆりの木通り1-3-2 ３階
ビブレ
明石VIVRE コーゼビューティーコーナー 078-934-2411
兵庫県芦屋市船戸町1-29 モンテメール西館3F
セサミ
セサミ 芦屋店
0797-38-2520
兵庫県神戸市須磨区中落合2-2-7健康館2F
セサミ
セサミ 須磨パティオ店
078-795-8831
兵庫県神戸市北区上津台8-1-1 イオンモール神戸北２階
アリー
アリー イオンモール神戸北店
078-983-3304
兵庫県姫路市東駅前町100 姫路フォーラス東館４F
ニックナック ニックナック 姫路フォーラス店
079-221-3003
兵庫県三田市けやき台1-10-1
チャーリー チャーリー ウッディタウン店
079-561-2220
兵庫県神戸市灘区新在家南町1-2-1
チャーリー チャーリー サザンモール六甲店
078-841-2600
兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目4-3 クレフィ三宮3階
アインズ＆
アインズ＆トルペ クレフィ三宮店
トルぺ
078-327-5375
兵庫県尼崎市東園田9-48-1
マツモトキヨ
マツモトキヨシ
園田阪急プラザ店
シ
06-6498-7255
兵庫県神戸市北区藤原中町1-2-2
マツモトキヨ
マツモトキヨシ エコール・リラ店
シ
078-781-7722
兵庫県神戸市西区美賀多台9-2-2 パルティ内
コクミン コクミン 西神パルティ店
078-993-0479
兵庫県加古郡播磨町北野添2-6-31
アルカ
アルカドラッグ 土山店
078-942-0586
兵庫県明石市二見町西二見駅前2-12
アルカ
アルカドラッグ 二見店
078-943-2811
兵庫県高砂市高砂町栄町373-1
アルカ
アルカドラッグ 高砂店
079-443-1512
兵庫県神戸市北区日の峰2-3-3
アルカ
アルカドラッグ 北町店
078-581-7588
兵庫県神戸市長田区若松町4-2-14 ピフレ新長田B1F
アルカ
アルカドラッグ ピフレ店
078-647-3151
兵庫県神戸市長田区御屋敷通3-2-6 ソレイユ西代内
アルカ
アルカドラッグ 西代店
078-641-3003
兵庫県加古川市平岡町土山1110-14
アルカ
アルカドラッグ 土山西店
078-949-3120
兵庫県加古川市平岡町新在家91-1
アルカ
アルカドラッグ 東加古川店
079-456-8977
兵庫県加古川市西神吉町岸100-2
アルカ
アルカドラッグ 加古川西店
079-432-1010
兵庫県神戸市北区藤原台中町1-2-2 エコール・リラ2F
アルカ
アルカドラッグ 岡場店
078-987-1110
兵庫県西脇市小坂町横溝172-1
アルカ
アルカドラッグ 西脇店
0795-22-8877
兵庫県三木市別所町小林字釜が谷725-8
アルカ
アルカドラッグ 三木店
0794-89-0035
兵庫県加古川市別府町緑町22
アルカ
アルカドラッグ 別府店
079-430-0100
兵庫県加古郡稲美町国岡1-149-1
アルカ
アルカドラッグ 稲美店
079-496-6161
兵庫県高砂市曽根町951-1
アルカ
アルカドラッグ 曽根店
079-449-5580
兵庫県神戸市西区狩場台3-9-19
アルカ
アルカドラッグ 狩場台店
078-991-5252
兵庫県明石市大久保町大窪2677-4
アルカ
アルカドラッグ 大久保店
078-938-1050
兵庫県神戸市北区藤原台北町6丁目20-1
アルカ
アルカドラッグ 藤原台北町店
078-981-3651
兵庫県神戸市垂水区星陵台4-4-31 エスパSC2F
アルカ
アルカドラッグ 星陵台店
078-784-2323
兵庫県神戸市中央区三宮町1-8-1-155
サンドラッグ サンドラッグ三宮さんプラザ店
078-335-1145
兵庫県伊丹市昆陽東4-6-7
サンドラッグ サンドラッグ伊丹昆陽店
072-773-8778
兵庫県姫路市田寺3-6-14
サンドラッグ サンドラッグ姫路田寺店
079-299-5057
兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬981-1
サンドラッグ サンドラッグ伊川谷店
078-978-0305
兵庫県加古川市平岡町土山字勝負850-1
サンドラッグ サンドラッグ東加古川店
078-941-6661
兵庫県尼崎市武庫町1-36-22
サンドラッグ サンドラッグ武庫之荘店
06-4962-5401
兵庫県篠山市東岡屋383番地
サンドラッグ サンドラッグ篠山店
079-554-3077
兵庫県伊丹市中野北3-5-28
サンドラッグ サンドラッグ伊丹桜台店
072-775-5225
兵庫県川西市東畦野3丁目21番3号
サンドラッグ サンドラッグ川西畦野店
072-791-5881
兵庫県明石市魚住町中尾508
サンドラッグ サンドラッグ明石南店
078-948-2327
兵庫県尼崎市長洲西通2丁目7-1
タキヤ
TAKIYA長洲店
06-4868-5190
兵庫県尼崎市菜切山町１０番
タキヤ
TAKIYA尼崎大庄店
06-6430-1815
エピソード

エピソード 宝塚店

兵庫

タキヤ

TAKIYA長田南店

兵庫

タキヤ

TAKIYA岡本店

兵庫

タキヤ

TAKIYA西二見店

兵庫

タキヤ

れこっず枝吉店

兵庫

タキヤ

れこっず昆陽店

兵庫

タキヤ

れこっず伊川谷店

兵庫

タキヤ

ウエルシア水足店

兵庫

タキヤ

ウエルシア花田店

兵庫

タキヤ

ウエルシア梅井店

兵庫

タキヤ

ウエルシア大塩店

兵庫

タキヤ

ウエルシア宮西店

兵庫

タキヤ

ウエルシア熊見店

兵庫

タキヤ

ウエルシア太子南店

兵庫

タキヤ

ウエルシア亀山店

兵庫

タキヤ

ウエルシア大津店

兵庫

タキヤ

ウエルシア相生店

兵庫

タキヤ

ウエルシア大池店

兵庫

タキヤ

ウエルシアフラワータウン店

兵庫

タキヤ

ウエルシア野間店

兵庫

タキヤ

ウエルシア青山店

兵庫

タキヤ

ウエルシア相生店

兵庫

ゴダイ

アズビー宮島店

兵庫

R.O.U

R.O.U 伊丹昆陽店

兵庫

イオン

イオン 洲本店

兵庫

ジャスコ

ジャスコ 赤穂店

兵庫 ドンキホーテ MEGAドン・キホーテ
兵庫 ドンキホーテ ドン・キホーテ

姫路白浜店

姫路RIOS店

兵庫県神戸市長田区東尻池新町1-20 イオン長田南ショッピングセンター
078-652-7510
兵庫県神戸市東灘区岡本1－3－20
078-452-6737
兵庫県明石市二見町西二見89番地3 イオン明石ＳＣ内
078‐949-1032
兵庫県神戸市西区枝吉4－34－1
078-929-8558
兵庫県伊丹市昆陽南1-2-7
072-771-7558
兵庫県神戸市西区北別府5－1－3
078-977-0358
兵庫県加古川市野口町水足333－33
0794-21-4801
兵庫県姫路市花田町上原田194-1
079-252-8610
兵庫県高砂市梅井5丁目5-25
0794-46-1118
兵庫県姫路市大塩町宮前3
079-254-1168
兵庫県姫路市宮西町4－36
079-287-0012
兵庫県姫路市勝原区熊見字ノホ田88-1
079-236-6433
兵庫県揖保郡太子町蓮常寺字豆田281
079-277-6888
兵庫県姫路市亀山221－1
079-235-2281
兵庫県姫路市大津区新町1－15
079-237-0554
兵庫県相生市赤坂1-6-32
0791-22-8870
兵庫県神戸市北区山田町上谷上字古々山31－1
078-582-0343
兵庫県三田市弥生が丘1-8
079-553-8737
兵庫県伊丹市野間7-1-3
072-785-8399
兵庫県三木市志染町青山6－15－1
0794-87-1720
兵庫県相生市赤坂1-6-32
0791-22-8870
兵庫県豊岡市宮島270
0796-26-5151
兵庫県伊丹市池尻4-1-1 伊丹昆陽SC4F
072-787-8893
兵庫県洲本市塩屋１－１－８
0799-23-2150
兵庫県赤穗市中広字別所５５－３
0791-43-6911
兵庫県姫路市白浜町丙571-58
079-247-2911
兵庫県姫路市東郷町1454-3
079-225-5711

[岡山県]

ショップイン 岡山一番街店

岡山

ショップイン

岡山

ウォンツ

ハーティウォンツ 岡山西大寺店

岡山

ウォンツ

ハーティウォンツ 東岡山店

岡山

サンデーズ

サンデーズ 新見店

岡山県岡山市駅東口 1番街B1F
TEL 086-232-1060
岡山県岡山市東区金岡西町101-1
086-944-6205
岡山県岡山市中区長岡462-1
086-208-3520
岡山県新見市高尾字溝ノ内７８９－１
0867-71-2677

[広島県]
広島 ローズマリー ローズマリー
広島 ハッピードアーHappy

広島パルコ店

Door広島アルパーク店

広島

森の朝
きらら

森の朝きらら

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ えびす通り店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 吉島店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 本通店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 皆実店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 八木店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 安古市店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 西原店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 亀山店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ アクロスプラザ高陽店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 観音店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 庚午店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 海老園店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 佐方店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 福山駅家店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 西条西店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 吉田店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 庄原店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 千代田店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 廿日市新宮店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 三次東店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 上深川店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 可部店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 緑井店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 大竹店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 江田島店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 大州店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 八本松店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 熊野店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 八幡店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 沼田伴店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 竹原店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 隅の浜店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 五日市コイン通り店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 西条中央店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 大柿店

広島県広島市中区本通10-1 広島パルコ 本館B1F
082-542-2308
広島県広島市西区草津新町2-26-1 アルパーク東棟ﾌﾞﾙｰｻｲﾄﾞ3F
082-501-1353
広島県広島市南区松原町9-1 エールエールA館B2F
082-567-8640
広島市中区八丁堀11-8スペースパーク1F
082-545-5321
広島市中区吉島西2-15-12
082-544-2130
広島市中区本通8-26
082-545-7877
広島県広島市南区皆実町5-20-9
082-250-0660
広島市安佐南区八木5-5-33
082-830-2780
広島市安佐南区相田1-1-44
082-830-5560
広島市安佐南区西原５丁目６－９
082-832-2870
広島市安佐北区亀山3-3-19
082-814-3030
広島市安佐北区深川5-30-38
082-841-5611
広島市西区南観音7-4-242
082-297-7166
広島市西区庚午北2-19-17
082-507-5010
広島市佐伯区海老園3-19-22
082-943-5850
広島県廿日市市佐方４丁目２－２０
0829-20-1027
広島県福山市駅家町万能倉1246-2
084-977-0250
広島県東広島市西条町寺家３７９１－１
082-431-3611
広島県安芸高田市吉田町吉田960-1
0826-47-1101
広島県庄原市西本町2-18-23
0824-75-4555
広島県山県郡北広島町有田609
0826-72-7141
広島県廿日市新宮1-9-34
0829-34-0120
広島県三次市南畑敷町330-1
0824-64-7870
広島市安佐北区上深川734-1
082-840-3800
広島市安佐北区可部3-8-43
082-815-0101
広島市安佐南区緑井3-17-20
082-877-4115
大竹市油見3-20-9
0827-52-7445
江田島市江田島町江南2-3-2
0823-42-1923
広島県広島市南区大州3-7-10
082-283-8031
東広島市八本松東7-8-10
082-427-0101
安芸郡熊野町萩原9-14-17
082-854-3160
広島市佐伯区八幡東3-14-12
082-927-2302
広島市安佐南区沼田町伴中大原5822-2
082-849-6500
竹原市竹原町3544-2
0846-23-0277
広島市佐伯区隅の浜2-12-14
082-925-0551
広島市佐伯区五日市中央1-1-3
082-943-8510
東広島市西条中央3-3-15
082-431-3361
江田島市大柿町大原1041-1
0823-40-3301

広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島

呉市広本町3-21-1
0823-76-0955
呉市広白石1-3-35
ウォンツ ハーティウォンツ 広白石店
0823-76-5655
広島市安佐北区口田1-21-23
ウォンツ ハーティウォンツ 高陽矢口店
082-845-7077
広島市東区牛田旭2-7-5 サンベルモ内
ウォンツ ハーティウォンツ 牛田店
082-502-1820
安芸郡府中町本町4-12-22
ウォンツ ハーティウォンツ 府中本町店
082-890-3170
広島県広島市南区東雲本町2-4-19
ウォンツ ハーティウォンツ 東雲店
082-890-3801
呉市焼山此原町22-11
ウォンツ ハーティウォンツ 焼山店
0823-30-3200
広島市西区三篠北町1-10
ウォンツ ハーティウォンツ 三篠店
082-230-0777
広島市西区上天満町3-24
ウォンツ ハーティウォンツ 中広通り店
082-532-9800
広島市安佐北区落合1-45-13
ウォンツ ハーティウォンツ 高陽落合店
082-841-4077
呉市音戸町波多見4-2-55
ウォンツ ハーティウォンツ 音戸波多見店
0823-50-0122
広島市中区江波西1-24-50 マダムジョイ江波店内
ウォンツ ハーティウォンツ 江波店
082-503-4800
廿日市市宮内1087-1
ウォンツ ハーティウォンツ 宮内店
0829-37-2550
広島市佐伯区八幡東3-19-8
ウォンツ ハーティウォンツ 八幡西店
082-926-4410
呉市中通3-4-10
ウォンツ ハーティウォンツ 呉パルス通り店
0823-32-3161
広島市西区己斐上1-11-52
ウォンツ ハーティウォンツ 己斐中店
082-527-0101
福山市幕山台8-1-33
ウォンツ ハーティウォンツ 福山幕山店
084-948-6301
東広島市黒瀬町楢原664-1
ウォンツ ハーティウォンツ 黒瀬店
0823-83-6360
府中市鵜飼町605
ウォンツ ハーティウォンツ 府中店
0847-47-1120
廿日市市永原1241
ウォンツ ハーティウォンツ 鷹の巣店
0829-40-0177
三次市十日市西1-1-28
ウォンツ ハーティウォンツ 三次十日市店
0824-65-1000
呉市警固屋4-9-20
ウォンツ ハーティウォンツ 警固屋店
0823-20-2611
広島市東区温品1-3-2
ウォンツ ハーティウォンツ フォレオ広島東店
082-508-6601
広島市安佐南区伴南4-1-1
ウォンツ ハーティウォンツ フレスポ西新風新都店
082-849-5650
広島県広島市中区本通5-8
セガミ
セガミ 広島本通店
082-545-0560
広島県三原市円一町1丁目1番7号
メディコ21 メディコ21 三原コスメ店
0848-81-0611
広島県広島市南区宇品東６丁目１番１５号
イオン
イオン宇品店
082-250-8100
ウォンツ

ハーティウォンツ 広本町店

[山口県]
山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 山口大内店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 防府八王子店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 周南周陽店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 西岩国店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 下松桜町店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 宇部琴芝店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 小野田店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 柳井店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 南岩国店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 下松店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 宇部新川店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 宇部厚南店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 光宝積店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 宇部西岐波店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 平生店

山口県山口市大内御堀字下堀962-1
083－933－0811
山口県防府市八王子２－８－９
0835-20-1210
山口県周南市周陽1-1-1
0834-39-0770
山口県岩国市錦見6-14-34
0827-44-2500
山口県下松市桜町1-14-28
0833-45-2670
山口県宇部市北琴芝2-11-45
0836-37-0655
山口県山陽小野田市中川3-10-17
0836-81-5155
山口県柳井市古開作647-1
0820-24-1051
山口県岩国市南岩国町1-20-36
0827-32-6767
山口県下松市望町3-16-13
0833-45-4300
山口県宇部市島3-5-1
0836-38-0120
山口県宇部市大字際波1424-3
0836-45-3922
山口県光市室積新開2-1-2
0833-75-1030
山口県宇部市大字西岐波2450-1
0836-54-1011
山口県熊毛郡平生町大字平生町571
0820-57-3080

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 萩店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 周南富田店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 光浅江店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 厚狭店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 周東店

山口

サンドラッグ

サンドラッグ下関長府店

山口県萩市大字椿東2883-1
0838-24-0910
山口県周南市平野2-1-25
0834-61-2120
山口県光市浅江5-4-1
0833-74-0321
山口県山陽小野田市厚狭1065
0836-71-1130
山口県岩国市周東町下久原436
0827-83-0801
山口県下関市長府才川1-42-30
0832-49-1870

[鳥取県]
鳥取

MIMOSA

鳥取

サンドラッグ

鳥取

サンドラッグ

MIMOSA 鳥取店
サンドラッグ西福原店
サンドラッグ皆生店

鳥取県鳥取市千代水2丁目73
0857-30-2323
鳥取県米子市西福原9-1287-6
0859-37-5060
鳥取県米子市皆生4-7-15
0859-38-0370

[島根県]
島根

ウォンツ

ハーティウォンツ 益田中吉田店

島根

ウォンツ

ハーティウォンツ 益田高津店

島根

ウォンツ

ハーティウォンツ 松江黒田店

島根

ウォンツ

ハーティウォンツ 松江学園南店

島根

ウォンツ

ハーティウォンツ 出雲荻杼店

島根

ウォンツ

ハーティウォンツ 大田店

島根

サンデーズ

サンデーズ 下本郷店

島根

サンドラッグ

サンドラッグ揖屋店

島根

サンドラッグ

サンドラッグ黒田店

島根県益田市中吉田652-2
0856-31-1317
島根県益田市高津7-9-34
0856-31-8170
島根県松江市黒田町430-1
0852-60-0557
島根県松江市学園南2-11-38
0852-60-0037
島根県出雲市荻杼町505-1
0853-30-7720
島根県大田市長久町長久イ538-2
0854-84-0770
島根県益田市下本郷町２０７
0856-31-1700
島根県八束郡東出雲町揖屋1221-1
0852-53-0124
島根県松江市黒田町字下の原427
0852-20-7365

[香川県]
香川

チャーリー

チャーリー レインボーロード店

香川

チャーリー

チャーリー 丸亀町グリーン店

香川

チャーリー

チャーリー 丸亀店

香川

ダイレックス

ダイレックス 高松中央店

香川県高松市伏石町2103-10
087-867-8831
香川県高松市丸亀町７－１６ 丸亀グリーン西館２階
087-811-2207
香川県丸亀市柞原町408番地1
0877-21-5000
香川県高松市上福岡町字深田822
087-837-3125

[徳島県]
徳島

チャーリー

チャーリー 阿南店

徳島

チャーリー

チャーリー 沖浜店

徳島

チャーリー

チャーリー 脇町店

徳島

チャーリー

チャーリー 佐古店

徳島

チャーリー

チャーリー 鴨島店

徳島

チャーリー

チャーリー 小松島店

徳島

チャーリー

チャーリー 藍住店

徳島

ダイレックス

ダイレックス板野店

徳島県阿南市町川原20番地１
0884-23-2811
徳島県徳島市沖浜3丁目5
088-655-3211
徳島県美馬市脇町西赤谷47
0883-52-3911
徳島県徳島市佐古8番町1-1
088-611-5801
徳島県吉野川市鴨島町麻植塚字堂床南226
0883-22-0121
徳島県小松島市大林町字宮ノ本100-1
0885-37-3933
徳島県板野郡藍住町東中字朏傍示42-1
088-863-0301
徳島県板野郡板野町大寺字泉口7-2
088-672-7005

[高知県]
高知

よどや

よどやドラッグ 福井店

高知

よどや

よどやドラッグ 秦南店

高知

よどや

よどやドラッグ 瀬戸店

高知

よどや

よどやドラッグ 塩屋崎店

高知

よどや

よどやドラッグ 朝倉店

高知

よどや

よどやドラッグ 神田店

高知

よどや

よどやドラッグ 青柳店

高知

よどや

よどやドラッグ 野市店

高知

よどや

よどやドラッグ 香南店

高知

よどや

よどやドラッグ 安芸駅前店

高知市福井町738
088-823-0514
高知市秦南町1-8-40
088-823-5780
高知市瀬戸南町１丁目13番10号
088-837-2300
高知市塩屋崎町2-11-8
088-805-1581
高知市朝倉横町23番8-3号
088-840-8877
高知市神田1207-1
088-832-4400
高知市青柳町59番2
088-884-3005
香南市野市町西野2202-1
0887-56-3708
香南市赤岡町1341-5
0887-54-1135
高知県安芸市矢ノ丸3-4-34
0887-34-3031

高知

よどや

よどやドラッグ 高岡店

高知

よどや

よどやドラッグ 佐川店

高知

よどや

よどやドラッグ 須崎店

高知

よどや

よどやドラッグ 窪川店

高知

ジャスコ

ジャスコ 高知店

土佐市高岡町乙3407
088-852-7838
高岡郡佐川町甲330番の１
0889-20-0330
須崎市大間東町4-37
0889-43-0280
高岡郡四万十町古市町56番2号
0880-22-5200
高知県高知市秦南町１－４－８
088-826-8100

[愛媛県]
愛媛

ジャスコ

ジャスコ 新居浜店

愛媛県新居浜市前田町８－８
0897-31-0600

[福岡県]
福岡

ロフト

福岡

東急ハンズ

天神ロフト
東急ハンズ 博多店

福岡 インキューブ 雑貨館インキューブ天神店
福岡

プラザ

プラザ 福岡イムズ店

福岡

プラザ

プラザ 福岡ソラリアプラザ店

福岡

プラザ

プラザ アミュプラザ小倉店

福岡

大賀薬局

大賀薬局 木馬館

福岡

大賀薬局

大賀薬局 ライフストリーム店

福岡

大賀薬局

大賀薬局 福ビル店

福岡

イレブン

ドラッグイレブン 赤坂店

福岡

イレブン

ドラッグイレブン 天神警固店

福岡

イレブン

ドラッグイレブン 博多駅前店

福岡

イレブン

ドラッグイレブン アミュプラザ博多店

福岡

イレブン

ドラッグイレブン 西新店

福岡

イレブン

ドラッグイレブン 小倉魚町店

福岡

コクミン

コクミン 博多デイトス店

福岡

コクミン

コクミン 姪浜店

福岡

コクミン

コクミン 小倉中央店

福岡

アリー

アリー イオンモール 直方店

福岡

ビブレ

福岡東ビブレ

福岡

イズミ

ゆめタウン久留米店

福岡

新生堂

新生堂薬局 永犬丸店

福岡

新生堂

新生堂薬局 東中間店

福岡

新生堂

新生堂薬局 横代店

福岡

新生堂

新生堂薬局 御井店

福岡

新生堂

新生堂薬局 南大橋店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 沼新町店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 魚町銀天街店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 水巻店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 共立大前店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 香月店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 中間中央店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 大牟田店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 大牟田西店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 大牟田南店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 中鶴店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 新宮中央店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 那珂川店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 長住店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 古賀店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 東郷店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 博多ミスト店

福岡県福岡市中央区渡辺通4-9-25
092-724-6210
福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR 博多シティ３階
092-481-3109
福岡県福岡市中央区天神2-11-3 ｿﾗﾘｱｽﾃｰｼﾞﾋﾞﾙ5F
092-737-1264
福岡県福岡市中央区天神1-7-11 天神イムズビル B2F
092-733-2121
福岡市中央区天神2－2－43 ソラリアプラザ Ｂ１Ｆ
092-718-1211
福岡県北九州市小倉北区浅野1-1-1 小倉駅ビルアミュプラザ 4F
093-512-3811
福岡県福岡市中央区天神1丁目11-11 天神コア地下1F
092-721-7780
福岡県福岡市中央区天神２丁目11－３ ソラリアステージビルM２F
092-733-7231
福岡県福岡市中央区天神1丁目11-17 福岡ビル１階
092-741-7667
福岡県福岡市中央区大名2-4-22
092-738-0311
福岡県福岡市中央区天神２－２－１４
092-738-1807
福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目1番1号
092-432-7801
福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1JR博多シティ アミュプラザ博多 B1
092-413-5410
福岡県福岡市早良区西新4丁目8-36
092-833-7378
福岡県北九州市小倉北区魚町3丁目1-10
093-513-6088
福岡県博多区博多駅中央街1-1 博多デイトス地下1階
092-441-0510
福岡県福岡市西区姪の浜4丁目8番2号 姪浜デイトス内
092-882-4890
福岡県北九州市小倉北区魚町1丁目3番5号
093-531-5938
福岡県直方市湯野原2-2-1 イオンモール直方 2階
0949-29-8650
福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 福岡東ビブレ１Ｆ ボディケア
092-939-4421
久留米市新合川一丁目2-1 アフルールコーナー
0942-45-7100
福岡県北九州市八幡西区八枝5-4-3
093-695-2160
福岡県中間市東中間2-2-13
093-243-3811
北九州市小倉南区横代東町 1-2-8
093-965-1701
久留米市御井町2176-3
0942-41-0220
福岡市南区大橋 4-24-17
092-554-5660
福岡県北九州市小倉南区沼新町1-2-21
093-474-2050
福岡県北九州市小倉北区魚町2-1-7
093-533-4123
福岡県遠賀郡水巻町樋口3-10 ダイエー水巻店1Ｆ
093-203-2080 9:00
福岡県北九州市八幡西区藤原1-4-8
093-695-7171
福岡県北九州市八幡西区香月西3-8-10
093-619-5005
福岡県中間市中央1-5-12
093-243-2711
福岡県大牟田市橘185-1
0944-58-2191
福岡県大牟田市唐船87-1
0944-59-2320
福岡県大牟田市小川町20-2
0944-59-8255
福岡県中間市中鶴4-8-20
093-243-1056
福岡県糟屋郡新宮町上府字林崎1379の1
092-962-9877
福岡県筑紫郡那珂川町中原3-68
092-953-3010 9:
福岡県福岡市南区長住2-22-13
092-541-3088
福岡県古賀市天神4-1258-1
092-943-1553
福岡県宗像市田熊4-1-17
0940-36-2288
福岡県福岡市博多区諸岡3-22-3
092-588-5539

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 八田店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 香椎店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 三筑店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 春日店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 春日南店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 大宰府大佐野店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 筑紫野店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 周船寺店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 南風店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 九工大前店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 穂波店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 行橋店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 後藤寺店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ くるめりあ六ッ門店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 久留米西店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 筑後店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 東合川店

福岡

サンドラッグ

サンドラッグ 八女店

福岡

きくや薬局

きくや薬局 西鉄高宮店

福岡

金龍堂

くすりの金龍堂 駅前店

福岡

金龍堂

くすりの金龍堂 花園店

福岡

金龍堂

くすりの金龍堂 田隈店

福岡

イオン

イオン 大野城店

福岡

イオン

イオン 戸畑店

福岡

イオン

イオン 福岡ルクル店

福岡

イオン

イオン 大牟田店

福岡

イオン

イオン 直方店

福岡

イオン

イオン 福岡伊都店

福岡

イオン

イオン 香椎浜店

福岡

イオン

イオン 八幡東店

福岡

ジャスコ

ジャスコ 筑紫野店

福岡

ジャスコ

ジャスコ 穂波店

福岡 ヨドバシカメラ ヨドバシカメラ

マルチメディア博多店

福岡 ドンキホーテ ドン・キホーテ

小倉店

福岡県福岡市東区八田1-4-48
092-691-0508
福岡県福岡市東区千早5-8-1
092-663-8712
福岡県福岡市博多区三筑2-1-12
092-589-6360
福岡県春日市宝町4丁目18番地の1
092-571-1016
福岡県春日市春日6-24
092-589-1611
福岡県太宰府市大佐野5-15-1
092-918-0120
福岡県筑紫野市美ヶ丘南1-12-1
092-927-3171
福岡県福岡市西区大字千里418番地1号
092-805-7811
福岡県糸島市南風台3-14-42
092-329-1510
福岡県飯塚市川津680-5
0948-26-0250
福岡県飯塚市秋松916-1
0948-26-1231
福岡県行橋市西泉6-1-1
0930-26-8155
福岡県田川郡川崎町池尻487
0947-49-3977
福岡県久留米市六ッ門町3番11号
0942-36-5600
福岡県久留米市梅満町490-2
0942-36-3356
福岡県筑後市大字山ノ井字南野662
0942-42-1331
福岡県久留米市東合川2-6-10
0942-23-7310
福岡県八女市稲富184-1
0943-30-1020
福岡県福岡市南区大楠３丁目２０－１８
092-521-5840
福岡県大牟田市不知火町1-4-10
0944-43-0120
福岡県大牟田市花園2-1
0944-43-4690
福岡県大牟田市田隈大字八反田928-1
0944-51-8889
福岡県大野城市錦町4-1-1
092-572-2100
福岡県北九州市戸畑区汐井町2-2
093-871-1111
福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 イオンモール福岡ルクル1F
092-939-7033
福岡県大牟田市岬町3番4
0944-59-2700
福岡県直方市湯野原2-2-1 イオンモール直方 1階
0949-29-8650
福岡県福岡市西区徳永113-1
092-805-8100
福岡県福岡市東区香椎浜3丁目12-1
092-673-6100
福岡県北九州市八幡東区東田3丁目2-102
093-663-7111
福岡県筑紫野市立明寺434-1
092-918-3600
福岡県飯塚市枝国長浦666-48
0948-26-1717
福岡県福岡市博多区博多駅中央街6-12 1階
092-471-1010
福岡県北九州市小倉北区中津口2-2-16
093-512-7411

[佐賀県]
佐賀

サンドラッグ

サンドラッグ 南佐賀店

佐賀

サンドラッグ

サンドラッグ 弥生が丘店

佐賀

ダイレックス

ダイレックス神埼店

佐賀

ダイレックス

ダイレックス三日月店

佐賀

ダイレックス

ダイレックス伊万里店

佐賀

シセイドウ

くすりのシセイドウ 神田店

佐賀 ドンキホーテ ドン・キホーテ

佐賀店

佐賀県佐賀市南佐賀1-22-1
0952-40-8803
佐賀県鳥栖市弥生が丘1-32
0942-81-3361
佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里1803番地14
0952-55-7500
佐賀県小城市三日月町長神田2371番地
0952-71-1700
佐賀県伊万里市二里町大里乙１５９−２
0955-20-4008
佐賀県唐津市神田2069-1
0955-75-4338
佐賀県佐賀市新中町6-11
0952-32-7111

[長崎県]

ジャスコ 有家店

長崎

ジャスコ

長崎

サンドラッグ

サンドラッグ島原店

長崎

サンドラッグ

サンドラッグ深堀店

長崎

サンドラッグ

サンドラッグ富の原店

長崎

サンドラッグ

サンドラッグ福田店

長崎

サンドラッグ

サンドラッグ矢上店

長崎

サンドラッグ

サンドラッグ浜町店

長崎

ダイレックス

ダイレックス東諫早店

長崎県南島原市有家町山川１３５－１
0957-65-2300
長崎県島原市栄町8334
0957-68-7170
長崎県長崎市深堀町1-145-24
0957-68-7170
長崎県大村市富の原2-694
0957-28-8078
長崎県長崎市大浜町１５９４
095-832-9155
長崎県長崎市東町1732-1
095-813-9710
長崎県長崎市浜町１番９号今井ビル１F
095-820-7198
長崎県諫早市小豆崎町199番地
0957-35-6275

[熊本県]
熊本 ローズマリー ローズマリー 熊本パルコ店
ビュー
熊本
ティー
ビューティーホリック
ホリック
熊本
イレブン ドラッグイレブン 下通店
熊本

ダイレックス

ダイレックス大津店

熊本

サンドラッグ

サンドラッグ 東山鹿店

熊本

サンドラッグ

サンドラッグ 託麻店

熊本

サンドラッグ

サンドラッグ 桜木店

熊本

サンドラッグ

サンドラッグ 八反田店

熊本

サンドラッグ

サンドラッグ サンロードシティ熊本店

熊本

サンドラッグ

サンドラッグ 宇土店

熊本

金龍堂

熊本

金龍堂

くすりの金龍堂 荒尾店
くすりの金龍堂 シティモール店

熊本県熊本市手取本町5-1 熊本パルコ 6F
096-327-4026
熊本県熊本市下通２丁目3-1 エスキュービックビル１階
096-354-1008
熊本県熊本市中央区下通1-3-7
096-355-5310
熊本県菊池郡大津町大字大津1286-1
096-293-0057
熊本県山鹿市古閑十三部1006-5
0968-32-0750
熊本県熊本市小山2－13－61
096-349-0085
熊本県熊本市桜木6－6－１
096-331-8221
熊本県熊本市八反田2-12-6
096-213-3381
熊本県熊本市東町3-2－15
096-360-7661
熊本県宇土市善道寺町綾織95
0964-24-5161
熊本県荒尾市川登1795
0968-68-6644
熊本県荒尾市緑ヶ丘1丁目1-1
0968-66-3534

[大分県]
大分 ローズマリー ローズマリー

大分フォーラス店

ジャスコ パークプレイス大分店

大分

ジャスコ

大分

サンドラッグ

サンドラッグ臼杵野田店

大分

サンドラッグ

サンドラッグ臼杵江無田店

大分

サンドラッグ

サンドラッグ鶴崎森店

大分

サンドラッグ

サンドラッグ稙田店

大分

サンドラッグ

サンドラッグ杵築店

大分

サンドラッグ

サンドラッグ東大道店

大分

サンドラッグ

サンドラッグ羽屋店

大分 マツモトキヨシ マツモトキヨシ

花高松店

大分

ダイレックス

ダイレックス佐伯店

大分

ダイレックス

ダイレックス杵築店

大分 ドンキホーテ ドンキホーテ

Ｄ Ｐｌａｚａ 大分店

大分県大分市中央町1-2-7 大分フォーラス 2F
097-536-8023
大分県大分市公園通り西2-1
097-528-7500
大分県臼杵市大字野田六反田１６０
0972-64-930
大分県臼杵市大字江無田266-5サンリブ臼杵店１F
0972-64-0991
大分県大分市大字森字六反田605 アビ・ヒサツネ鶴崎森店内
097-503-6166
大分県大分市大字田尻４４１－１
097-586-1772
大分県杵築市大字杵築北浜６６５－７３７
0978-64-0280
大分県大分市東大道1-12-14
097-540-7188
大分県大分市羽屋128-1
097-573-6551
大分県大分市花高松１丁目2-8
097-503-1272
大分県佐伯市中の島2丁目4番3号
0972-20-5233
大分県杵築市大字杵築字北浜665-88
0978-64-0202
大分県大分市大字勢家1137
097-513-5477

[宮崎県]
宮崎

メリーメイズ

メリーメイズ イオン宮崎店

宮崎

サンドラッグ

サンドラッグ 蓑原店

宮崎

サンドラッグ

サンドラッグ 赤江店

宮崎

サンドラッグ

サンドラッグ 小林店

宮崎

サンドラッグ

サンドラッグ 広原店

宮崎

サンドラッグ

サンドラッグ 清武店

宮崎

ダイレックス

ダイレックス大塚中央店

宮崎

ダイレックス

ダイレックス門川店

宮崎市新別府町江口862-1 イオンモール宮崎２Ｆ
0985-609-8146
宮崎県都城市蓑原町2363-1
0986-46-1455
宮崎県宮崎市田吉141
0985-63-2551
宮崎県小林市大字堤3005-12
0984-25-1505
宮崎県北諸県郡三股町大字宮村2950-3
0986-46-2881
宮崎県宮崎市清武町正手2-37
0985-64-5267
宮崎県宮崎市大塚町京園3114-1
0985-63-0585
宮崎県東臼杵郡門川町東栄町4丁目2番3号
0982-50-4120

宮崎

デサキ

鹿児島

ベレッザ
イズロ

鹿児島

マツモトキヨ
シ

宮崎県宮崎市吉村町東部第２区画整備事業地内39-6
0985-33-9339

デサキ 宮崎店
[鹿児島県]

Bellezza IDURO
マツモトキヨシ 柴原店

鹿児島 サンドラッグ

サンドラッグ天文館店

鹿児島 サンドラッグ

サンドラッグ大口店

鹿児島 サンドラッグ

サンドラッグ新栄店

鹿児島 サンドラッグ

サンドラッグ西志布志店

鹿児島 サンドラッグ

サンドラッグ寿店

鹿児島 サンドラッグ

サンドラッグ出水店

鹿児島 サンドラッグ

サンドラッグ出水店

鹿児島 ミドリ薬品

ミドリ薬品 塩浜店

鹿児島

イオン 鹿児島店

イオン

鹿児島 ドンキホーテ ドン・キホーテ鹿児島宇宿店
ニシムタ ニシムタ

ニシムタ与次郎店

鹿児島県鹿児島市金生町1-1
099-219-1403
鹿児島県鹿児島市柴原４丁目1-1
099-213-0301
鹿児島県鹿児島市東千石町14-1
099-216-3457
鹿児島県伊佐市大口里801-1
0995-23-3300
鹿児島県鹿児島市新栄町9番1号
099-213-5223
鹿児島県志布志市志布志町安楽100-1
099-471-1666
鹿児島県鹿屋市寿 7－４９４－１
0994-40-9222
鹿児島県出水市黄金町313-1サンキュー出水店内
0996-63-7081
鹿児島県出水市黄金町313-1サンキュー出水店内
0996-63-7081
鹿児島県奄美市名塩塩浜町4-13
0997-57-6155
鹿児島市東開町７番
099-263－1800
鹿児島市宇宿2-2-18 スクエアモール鹿児島宇宿
099-213-7711
鹿児島県鹿児島市与次郎1-11-1 化粧品売り場
099-250-2500

[沖縄]
沖縄

東急ハンズ

東急ハンズ 宜野湾店

沖縄 ドンキホーテ ＭＥＧＡドン・キホーテ
マックスプラ
沖縄
ス

マックスプラス 泡瀬店

沖縄

ダイレックス石川店

ダイレックス

新規店舗オープン予定

宜野湾店

新規店舗オープン予定
沖縄市泡瀬与儀3-20-1 1Ｆ
098-930-0002
沖縄県うるま市石川1-44-8
098-964-3595

