
薬用メディショット お取り扱い店舗一覧 （2021.2月時点）

都道府県 店舗名 郵便番号 住所

青森県 薬王堂むつ大畑店 039-4401 青森県むつ市大畑町松ノ木160番地1

青森県 薬王堂青森六ヶ所店 039-3212 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字家ノ前１番地95

青森県 薬王堂青森野辺地店 039-3128 青森県上北郡野辺地町字上前田7-1

青森県 薬王堂天間林店 039-2827 青森県上北郡七戸町字森ノ上130番44

青森県 薬王堂青森乙供店 039-2661 青森県上北郡東北町字上笹橋37番地8

青森県 薬王堂青森上北店 039-2407 青森県上北郡東北町旭南２丁目３２４−１

青森県 薬王堂青森六戸店 039-2371 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地23番地

青森県 薬王堂おいらせモール店 039-2187 青森県上北郡おいらせ町緑ヶ丘一丁目50-2

青森県 薬王堂八戸河原木店 039-1161 青森県八戸市大字河原木字二階堀5番1

青森県 薬王堂 八戸ニュータウン店 039-1113 青森県八戸市西白山台四丁目6番1号

青森県 薬王堂八戸尻内店 039-1101 青森県八戸市大字尻内町字直田11-3

青森県 薬王堂青森名川店 039-0611 青森県三戸郡南部町大字斗賀字沼田68番

青森県 薬王堂青森三戸店 039-0134 青森県三戸郡三戸町大字同心町字金堀2番地6

青森県 薬王堂青森南部町店 039-0105 青森県三戸郡南部町大字沖田面字沖中85-1

青森県 薬王堂青森鶴田店 038-3503 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬119番地2

青森県 薬王堂つがる柏店 038-3102 青森県つがる市柏下古川花崎142

青森県 薬王堂青森常盤店 038-1216 青森県南津軽郡藤崎町榊字亀田10番地24

青森県 薬王堂青森大鰐店 038-0212 青森県南津軽郡大鰐町大字蔵館字湯ノ沢2番地1

青森県 薬王堂青森中泊店 037-0305 青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂168番5

青森県 薬王堂五所川原金木店 037-0202 青森県五所川原市金木町玉水178番地8

青森県 薬王堂五所川原新宮店 037-0065 青森県五所川原市幾世森175-1

青森県 薬王堂五所川原稲実店 037-0014 青森県五所川原市大字稲実字米崎22番3

青森県 薬王堂弘前石渡店 036-8316 青森県弘前市石渡2丁目5番地4

青森県 薬王堂黒石富士見店 036-0515 青森県黒石市富士見118

青森県 薬王堂むつ中央店 035-0073 青森県むつ市中央2丁目19番11号

青森県 薬王堂むつ下北店 035-0061 青森県むつ市下北町2番34号

青森県 薬王堂むつ横迎町店 035-0033 青森県むつ市横迎町一丁目11番45号

青森県 薬王堂十和田稲吉店 034-0024 青森県十和田市東十四番町43番8-2号

青森県 薬王堂十和田元町店 034-0002 青森県十和田市元町西5丁目1番7

青森県 薬王堂岡三沢店 033-0024 青森県三沢市東岡三沢一丁目80番地3号

青森県 薬王堂八戸新井田店 031-0816 青森県八戸市新井田西一丁目1番3号

青森県 薬王堂八戸南郷店 031-0111 青森県八戸市南郷市野沢字黒坂11番地17

青森県 薬王堂八戸田向店 031-0011 青森県八戸市田向二丁目1番23号

岩手県 薬王堂岩手金ヶ崎店 029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根杉土手68番地1

岩手県 薬王堂岩手平泉店 029-4102 岩手県磐井郡平泉町平泉字上野台278番地8

岩手県 薬王堂一関藤沢店 029-3402 岩手県一関市藤沢町新沼字石合27-1

岩手県 薬王堂花泉涌津店 029-3205 岩手県一関市花泉町涌津字上三ノ町18番

岩手県 薬王堂岩手住田店 029-2311 気仙郡住田町世田米字川向48番地1

岩手県 薬王堂高田米崎店 029-2206 岩手県陸前高田市米崎町字松峰56

岩手県 薬王堂高田滝の里店 029-2203 岩手県陸前高田市竹駒町字滝の里1番

岩手県 薬王堂一関大東店 029-0523 岩手県一関市大東町摺沢字荒屋敷30-7

岩手県 薬王堂岩手野田店 028-8111 岩手県久慈市宇部町第13地割55-1

岩手県 薬王堂西根平館店 028-7405 岩手県八幡平市平舘第9地割197

岩手県 薬王堂八幡平店 028-7111 岩手県八幡平市大更第18地割88番地14

岩手県 薬王堂岩手西根店 028-7111 岩手県八幡平市大更第35地割32-2

岩手県 薬王堂岩手九戸店 028-6504 岩手県九戸郡九戸村大字⾧興寺第3地割9-2

岩手県 薬王堂岩手軽米店 028-6301 岩手県九戸郡軽米町大字上舘第15地割144-2

岩手県 薬王堂二戸店 028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡1-12

岩手県 薬王堂二戸福岡店 028-6101 岩手県二戸市福岡字八幡下69番3

岩手県 薬王堂一戸越田橋店 028-5312 岩手県二戸郡一戸町一戸字越田橋28番1

岩手県 薬王堂盛岡渋民店 028-4132 岩手県盛岡市渋民字渋民57番1

岩手県 薬王堂岩手矢巾店 028-3615 岩手県紫波郡矢巾町南矢幅第7地割445

岩手県 薬王堂矢巾ＳＣ店 028-3602 岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目4番14号
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岩手県 薬王堂紫波日詰店 028-3305 岩手県紫波郡紫波町日詰字下丸森90番地1

岩手県 薬王堂紫波古館店 028-3303 岩手県紫波郡紫波町高水寺字古屋敷67番地1

岩手県 薬王堂花巻石鳥谷店 028-3101 岩手県花巻市石鳥谷町好地第15地割35-9

岩手県 薬王堂山田大沢店 028-1311 岩手県下閉伊郡山田町大沢第2地割31-1

岩手県 薬王堂岩手大槌店 028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第22地割23

岩手県 薬王堂遠野松崎店 028-0541 岩手県遠野市松崎町白岩9地割36番8

岩手県 薬王堂久慈西の沢店 028-0081 岩手県久慈市西の沢第6地割35番地2

岩手県 薬王堂久慈ＳＣ店 028-0041 岩手県久慈市⾧内町第30地割75-10

岩手県 薬王堂久慈店 028-0014 岩手県久慈市旭町第9地割16-1

岩手県 薬王堂釜石店 026-0054 岩手県釜石市野田町三丁目3-1

岩手県 薬王堂釜石小佐野店 026-0052 岩手県釜石市小佐野4丁目1-4

岩手県 薬王堂釜石鈴子店 026-0031 岩手県釜石市鈴子町13番2号

岩手県 薬王堂釜石平田店 026-0001 岩手県釜石市平田第3地割19番地1

岩手県 薬王堂花巻小舟渡店 025-0062 岩手県花巻市上小舟渡34-2

岩手県 薬王堂花巻南店 025-0043 岩手県花巻市上根子字欠端150-1

岩手県 薬王堂花巻不動店 025-0031 岩手県花巻市不動72-1

岩手県 薬王堂北上和賀店 024-0334 岩手県北上市和賀町藤根第17地割36-1

岩手県 薬王堂北上常盤台店 024-0084 岩手県北上市さくら通り三丁目9番35号

岩手県 薬王堂北上ＳＰ店 024-0063 岩手県北上市九年橋三丁目13-7

岩手県 薬王堂北上村崎野店 024-0004 岩手県北上市村崎野19地割128-1

岩手県 薬王堂江刺愛宕店 023-1131 岩手県奥州市江刺愛宕字大畑153-1

岩手県 薬王堂江刺岩谷堂店 023-1101 岩手県奥州市江刺岩谷堂字御所橋1番1

岩手県 薬王堂江刺店 023-1101 岩手県奥州市江刺区杉ノ町2-2

岩手県 薬王堂水沢桜屋敷店 023-0865 岩手県奥州市水沢桜屋敷282

岩手県 薬王堂水沢町屋敷店 023-0841 岩手県奥州市水沢真城字町屋敷79-1

岩手県 薬王堂水沢日高店 023-0804 岩手県奥州市水沢字谷地明円27番地

岩手県 薬王堂水沢慶徳店 023-0003 岩手県奥州市水沢佐倉河字慶徳46-1

岩手県 薬王堂大船渡盛店 022-0003 岩手県大船渡市盛町字舘下5-1

岩手県 薬王堂大船渡店 022-0002 岩手県大船渡市猪川町字中井沢１５−１

岩手県 薬王堂一関三関店 021-0821 岩手県一関市三関字神田178番地1

岩手県 薬王堂一関青葉店 021-0031 岩手県一関市青葉一丁目5番11号

岩手県 薬王堂盛岡太田店 020-0866 岩手県盛岡市本宮五丁目8番20号

岩手県 薬王堂岩手大釜店 020-0771 岩手県滝沢市大釜竹鼻163-7

岩手県 薬王堂滝沢巣子店 020-0611 岩手県滝沢市巣子761番2

岩手県 薬王堂盛岡青山店 020-0133 岩手県盛岡市青山1丁目18-15

岩手県 薬王堂盛岡厨川店 020-0124 岩手県盛岡市厨川五丁目13番地1

岩手県 薬王堂盛岡みたけ店 020-0121 岩手県盛岡市月が丘3丁目40-10

岩手県 薬王堂盛岡箱清水店 020-0116 岩手県盛岡市箱清水1丁目21番12号

宮城県 薬王堂大崎鳴子店 989-6811 宮城県大崎市鳴子温泉字鷲ノ巣54-1

宮城県 薬王堂宮城岩出山店 989-6412 宮城県大崎市岩出山下野目字新雨沼21

宮城県 薬王堂古川福浦店 989-6101 宮城県大崎市古川福浦一丁目21番3号

宮城県 薬王堂栗駒ＳＣ店 989-5351 宮城県栗原市栗駒中野田町西215番地1

宮城県 薬王堂大崎田尻店 989-4414 宮城県大崎市田尻北牧目字新堀78

宮城県 薬王堂宮城鹿島台店 989-4102 宮城県大崎市鹿島台木間塚字小谷地344-1

宮城県 薬王堂仙台愛子店 989-3124 宮城県仙台市青葉区上愛子字車43番地2

宮城県 薬王堂岩沼ＳＣ店 989-2478 宮城県岩沼市あさひ野一丁目8番地の7

宮城県 薬王堂宮城亘理店 989-2351 宮城県亘理郡亘理町東郷199-1

宮城県 薬王堂山元ＳＣ店 989-2203 宮城県亘理郡山元町つばめの杜一丁目６番地

宮城県 薬王堂柴田槻木店 989-1756 宮城県柴田郡柴田町大字槻木字焼檀18番地1

宮城県 薬王堂宮城柴田店 989-1606 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字東原前235-1

宮城県 薬王堂宮城村田店 989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字反町94-1

宮城県 薬王堂白石店 989-0217 宮城県白石市大平森合字森合沖66番地1

宮城県 薬王堂気仙沼階上店 988-0254 宮城県気仙沼市波路上野田174
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宮城県 薬王堂気仙沼鹿折店 988-0007 宮城県気仙沼市中みなと町1番10号

宮城県 薬王堂栗原一迫店 987-2309 宮城県栗原市一迫柳目中田1

宮城県 薬王堂築館ＳＣ店 987-2211 宮城県栗原市築館源光14番72号

宮城県 薬王堂宮城築館店 987-2205 宮城県栗原市築館宮野中央三丁目2番地11

宮城県 薬王堂大崎松山店 987-1303 宮城県大崎市松山金谷字向田3番1

宮城県 薬王堂登米加賀野店 987-0601 宮城県登米市中田町石森字加賀野二丁目4-1

宮城県 薬王堂登米迫店 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字南佐沼三丁目4番地5

宮城県 薬王堂登米南方店 987-0401 宮城県登米市南方町西山成前111

宮城県 薬王堂登米豊里店 987-0362 宮城県登米市豊里町小口前137

宮城県 薬王堂登米米山店 987-0331 宮城県登米市米山町中津山字筒場埣313番1

宮城県 薬王堂小牛田北浦店 987-0005 宮城県遠田郡美里町北浦字川戸浦60番地

宮城県 薬王堂石巻末広店 986-0875 宮城県石巻市末広町2-6

宮城県 薬王堂石巻蛇田店 986-0861 宮城県石巻市わかば二丁目１１番地１０

宮城県 薬王堂石巻湊店 986-0011 宮城県石巻市湊字大門崎250番1

宮城県 薬王堂宮城中新田店 981-4264 宮城県加美郡加美町字赤塚223番1

宮城県 薬王堂加美小野田店 981-4200 宮城県加美郡加美町字南野口15

宮城県 薬王堂富谷成田店 981-3341 宮城県富谷市成田三丁目16番地2

宮城県 薬王堂富谷西沢店 981-3311 宮城県富谷市富谷富谷西沢84番地1

宮城県 薬王堂仙台泉根白石店 981-3216 宮城県仙台市泉区小角字宮97番1

宮城県 薬王堂仙台泉館店 981-3214 宮城県仙台市泉区館2丁目1番569

宮城県 薬王堂宮城丸森店 981-2152 宮城県伊具郡丸森町字花田3

宮城県 薬王堂丸森舘矢間店 981-2102 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字東玉川111番地1

宮城県 薬王堂角田店 981-1505 宮城県角田市角田字緑町2-4

宮城県 薬王堂名取愛島店 981-1240 宮城県名取市愛島郷二丁目1番地の1

宮城県 薬王堂名取杜せきのした店 981-1227 宮城県名取市杜せきのした一丁目2番地の5

宮城県 薬王堂東松島矢本店 981-0506 東松島市あおい1丁目103番地

宮城県 薬王堂東松島大曲店 981-0502 宮城県東松島市大曲字堺堀178番地1

宮城県 薬王堂東松島鳴瀬店 981-0301 宮城県東松島市牛網字上四十八31番1

宮城県 薬王堂宮城松島店 981-0215 宮城県宮城郡松島町高城字帰命院下一18-1

宮城県 トモズ 仙台中央店 980-8456 宮城県仙台市青葉区中央4-2-16

宮城県 トモズ 仙台サンモール店 980-0021 宮城県仙台市青葉区一番町2-6-1

宮城県 トモズ 仙台⾧町店 980-0011 宮城県仙台市太白区⾧町7-20-3ザ・モール仙台⾧町1F

秋田県 薬王堂大仙神岡店 019-1701 秋田県大仙市神宮寺字大浦前30番地1

秋田県 薬王堂大仙太田店 019-1601 秋田県大仙市太田町横沢字相野420番地

秋田県 薬王堂秋田六郷店 019-1402 秋田県仙北郡美郷町野中字中明子106番

秋田県 薬王堂十文字梨木店 019-0509 秋田県横手市十文字町梨木字村北73番地1

秋田県 薬王堂湯沢雄勝店 019-0205 秋田県湯沢市小野字新田81番

秋田県 薬王堂鹿角花輪店 018-5201 秋田県鹿角市花輪字鉄砲18番地1

秋田県 薬王堂北秋田鷹巣店 018-3331 秋田県北秋田市鷹巣字西中岱46番1

秋田県 薬王堂能代二ツ井店 018-3145 秋田県能代市二ツ井町道上中坪32番地1

秋田県 薬王堂三種森岳店 018-2303 秋田県山本郡三種町森岳字岩瀬220番地1

秋田県 薬王堂秋田井川店 018-1516 秋田県南秋田郡井川町浜井川字荒田堰162

秋田県 薬王堂由利本荘大内店 018-0711 秋田県由利本荘市岩谷町字西越94番地3

秋田県 薬王堂由利本荘西目店 018-0604 秋田県由利本荘市西目町沼田字新道下2番538

秋田県 薬王堂にかほ平沢店 018-0402 秋田県にかほ市平沢字館ヶ森1番地8

秋田県 薬王堂にかほ象潟店 018-0114 秋田県にかほ市象潟町沖の田1番地1

秋田県 薬王堂大館店 017-0042 秋田県大館市字観音堂420

秋田県 薬王堂能代出戸店 016-0853 秋田県能代市出戸後6番地23

秋田県 薬王堂能代寺向店 016-0188 秋田県能代市字寺向93番1

秋田県 薬王堂由利本荘矢島店 015-0411 秋田県由利本荘市矢島町城内字築館159番地1

秋田県 薬王堂由利本荘荒町店 015-0065 秋田県由利本荘市荒町字真城20番1

秋田県 薬王堂由利薬師堂店 015-0041 秋田県由利本荘市薬師堂字谷地45番地

秋田県 薬王堂大仙高梨店 014-0805 秋田県大仙市高梨字金堀267番地1
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秋田県 薬王堂秋田角館店 014-0347 秋田県仙北市角館町小勝田中川原132番

秋田県 薬王堂大曲飯田店 014-0067 秋田県大仙市飯田字屋舗通75-1

秋田県 薬王堂大曲福田店 014-0021 秋田県大仙市福田町22-21-4

秋田県 薬王堂横手大雄店 013-0342 秋田県横手市大雄字精兵村６番１

秋田県 薬王堂横手雄物川店 013-0212 秋田県横手市雄物川町造山字広田表15番地の1

秋田県 薬王堂横手平鹿店 013-0105 秋田県横手市平鹿町浅舞字福田220-1

秋田県 薬王堂横手店 013-0061 秋田県横手市条里二丁目4番12号

秋田県 薬王堂秋田羽後店 012-1100 秋田県雄勝郡羽後町字南西馬音内201

秋田県 薬王堂湯沢古館店 012-0815 湯沢市古館町7番42号

秋田県 薬王堂湯沢稲川店 012-0105 秋田県湯沢市川連町字大舘疣橋57番

秋田県 薬王堂湯沢倉内店 012-0015 秋田県湯沢市倉内字川原田17番2号

秋田県 薬王堂秋田外旭川店 010-0802 秋田県秋田市外旭川字小谷地61

秋田県 薬王堂潟上追分店 010-0101 秋田県潟上市天王字⾧沼64番地168

秋田県 薬王堂秋田茨島店 010-0061 秋田県秋田市卸町五丁目6番1号

秋田県 薬王堂秋田東通店 010-0003 秋田県秋田市東通七丁目7番16号

山形県 薬王堂山形遊佐店 999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字京田69番地1

山形県 薬王堂酒田八幡店 999-8233 山形県酒田市法連寺字村前86-4

山形県 薬王堂山形余目店 999-7781 山形県東田川郡庄内町余目滑石48番地1

山形県 薬王堂鶴岡藤島店 999-7601 山形県鶴岡市藤島字四ツ屋124番地の3

山形県 薬王堂酒田平田店 999-6711 山形県酒田市飛鳥字八乙女31番地の1

山形県 薬王堂山形最上店 999-6101 山形県最上郡最上町大字向町字町浦8番7号

山形県 薬王堂山形真室川店 999-5312 山形県最上郡真室川町大字新町408番1

山形県 薬王堂新庄泉田店 999-5103 山形県新庄市泉田字往環東38番地1

山形県 薬王堂尾花沢店 999-4228 山形県尾花沢市上町三丁目3番16号

山形県 薬王堂山形大石田店 999-4221 山形県尾花沢市大字尾花沢字下新田1380番地4

山形県 薬王堂村山店 999-3702 山形県東根市温泉町三丁目14番6号

山形県 薬王堂山形河北店 999-3511 山形県西村山郡河北町谷地月山堂383

山形県 薬王堂山形河北東店 999-3511 山形県西村山郡河北町谷地字東79番地1

山形県 薬王堂上山店 999-3145 山形県西村山郡河北町谷地字東79番地1

山形県 薬王堂山形南陽店 999-2261 山形県南陽市蒲生田1486番1

山形県 薬王堂南陽赤湯店 999-2211 山形県南陽市赤湯字川尻3044番1

山形県 薬王堂山形川西店 999-0122 山形県東置賜郡川西町中小松2504番地1

山形県 薬王堂鶴岡大山店 997-1123 山形県鶴岡市友江町23番地1

山形県 薬王堂鶴岡羽黒店 997-0163 山形県鶴岡市羽黒町狩谷野目字南川原456

山形県 薬王堂新庄中道町店 996-0081 山形県新庄市中道町15番地の5

山形県 薬王堂新庄鳥越店 996-0041 山形県新庄市鳥越字新町後1002番地1

山形県 薬王堂天童一日町店 994-0044 山形県天童市一日町四丁目2番3号

山形県 薬王堂⾧井十日町店 993-0086 山形県⾧井市十日町２丁目16-18

山形県 薬王堂⾧井九野本店 993-0041 山形県⾧井市九野本字左実439番地1

山形県 薬王堂山形白鷹店 992-0832 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥乙738-11

山形県 薬王堂米沢泉町店 992-0063 山形県米沢市泉町二丁目2番23号

山形県 薬王堂米沢東店 992-0026 山形県米沢市東二丁目8番23号

山形県 薬王堂山形朝日店 990-1441 山形県西村山郡朝日町大字新宿1003番地1

山形県 薬王堂山形西川店 990-0701 山形県西村山郡西川町大字睦合丙156番1

山形県 薬王堂山形中山店 990-0401 山形県東村山郡中山町大字⾧崎598番

福島県 薬王堂本宮高木店 969-1101 福島県本宮市高木字舟場3番地1

福島県 薬王堂郡山富久山店 963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字宮田10番地1

福島県 薬王堂田村大越店 963-4111 福島県田村市大越町上大越字湯田19番地1

福島県 薬王堂白河高山店 961-0854 福島県白河市高山167番地1

福島県 薬王堂伊達霊山町店 960-0808 福島県伊達市霊山町下小国字夫婦清水28番

埼玉県 トモズ 所沢中新井店 359-0041 埼玉県所沢市中新井1-812-1

埼玉県 ウエルシア薬局草加松原店 340-0011 埼玉県草加市栄町３−４−１１エスタシオン草加松原１階

千葉県 トモズ モリシア津田沼店 275-0026 千葉県習志野市谷津1-16-1モリシア津田沼2F
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千葉県 トモズ キテミテマツド店 271-0092 千葉県松戸市松戸1307-1キテミテマツド1F

千葉県 トモズ グリーンマークシティ松戸新田店 270-2241 千葉県松戸市松戸新田245-26グリーンマークシティ松戸新田1F

千葉県 ウエルシアイオンモール成田店 286-0029 千葉県成田市ウイング土屋24

千葉県 ウエルシアららぽーと柏の葉店 277-0871 千葉県柏市若柴175ららぽーと柏の葉1F1013

千葉県 ウエルシア南柏駅西口店 277-0855 千葉県柏市南柏1-8-16

千葉県 ウエルシアダイエー松戸西口店 271-0077 千葉県松戸市根本4-2

東京都 トモズ 東大和店 207-0011 東京都東大和市清原4-10-19

東京都 トモズ 清瀬店 204-0021 東京都清瀬市元町1-3-10

東京都 トモズ 鶴川店 195-0053 東京都町田市能ヶ谷1-7-1

東京都 トモズ アトレ吉祥寺店 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南1-1-24アトレ吉祥寺2F

東京都 トモズ 新宿二丁目店 160-0022 東京都新宿区新宿2-5-10

東京都 トモズ 三軒茶屋店 154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1-39-7

東京都 トモズ 中目黒店 153-0051 東京都目黒区上目黒3-3-14

東京都 トモズ 自由が丘南口店 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-8-23

東京都 トモズ 学芸大学店 152-0004 東京都目黒区鷹番3-7-9

東京都 トモズ 蒲田店 144-0051 東京都大田区西蒲田7-66-4

東京都 クスリのカツマタ 武蔵小山店 142-0063 東京都品川区荏原3-3-15

東京都 トモズ 中延店 142-0053 東京都品川区中延3-8-7

東京都 トモズ 亀戸東口店 136-0071 東京都江東区亀戸6-57-24

東京都 トモズ 赤坂店 107-0052 東京都港区赤坂4-2-8

東京都 ウエルシア東久留米本町店 203-0053 東京都東久留米市本町1-4-33

東京都 ウエルシア田無駅前店 188-0011 東京都西東京市田無町4-2-11指田ビル1階

東京都 ウエルシア新宿大久保一丁目店 169-0072 東京都新宿区大久保1-3-21

東京都 ウエルシア中野都立家政2号店 165-0033 東京都中野区鷺宮1-28-7フラッツ1F

東京都 ウエルシア新宿目白店 161-0033 東京都新宿区下落合3-12-28目白ヶ丘マンション1F

東京都 ウエルシア西新宿三井ビル店 160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1

東京都 ウエルシアO-GUARD新宿店 160-0023 東京都新宿区西新宿7-10-1

東京都 ウエルシア自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-9-5大坪ビル

東京都 ウエルシア薬局アトレ亀戸店 136-0071 東京都江東区亀戸5-1-1アトレ亀戸2232

東京都 ウエルシア亀有駅前店 125-0061 東京都葛飾区亀有3-31-41階

東京都 ウエルシア荒川町屋店 116-0001 東京都荒川区荒川6-6-1ウエストヒル町屋

東京都 ウエルシア王子駅前店 114-0002 東京都北区王子1-9-15リバティ王子駅前ビル1・2F

東京都 ウエルシア台東入谷店 110-0013 東京都台東区入谷1-5-4メゾンアワジ1・2F

東京都 ウエルシア麻布十番店 106-0045 東京都港区麻布十番2-9-2

東京都 ウエルシア千代田麹町店 102-0083 東京都千代田区麹町3-4トラスティ麹町ビル1F

神奈川県 トモズ ららぽーと湘南平塚店 254-8510 神奈川県平塚市天沼10-1ららぽーと湘南平塚1F

神奈川県 トモズ 下倉田店 244-0815 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町1883サミット下倉田店内1F

神奈川県 クスリのカツマタ 和田町店 240-0006 神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川3-8-1

神奈川県 トモズ カトレヤプラザ伊勢佐木店 231-0042 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1-5-4カトレヤプラザ1F

神奈川県 トモズ 青葉台東急スクエア店 227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-1-1青葉台東急スクエアNorth-11·2F

神奈川県 トモズ 白楽店 221-0065 神奈川県横浜市神奈川区白楽121

神奈川県 トモズ 稲田堤店 214-0001 神奈川県川崎市多摩区菅2-1-13

神奈川県 トモズ 武蔵新城 211-0044 神奈川県川崎市中原区新城1-3-1

神奈川県 トモズ 元住吉店 211-0025 神奈川県川崎市中原区木月1-29-25

神奈川県 ハックドラッグ鎌倉店 248-0006 神奈川県鎌倉市小町１−５−２１鎌倉ＭＯＲＩ１Ｆ

神奈川県 ウエルシア瀬谷三ツ境店 246-0021 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町205

神奈川県 ハックドラッグ相鉄ライフ緑園都市店 245-0002 神奈川県横浜市泉区緑園4-1-22F

神奈川県 ハックドラッグモレラ東戸塚店 244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町91-1モレラ東戸塚2F

神奈川県 ハックドラッグ東戸塚アネックス店 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町536-1オーロラモールアネックス館6F

神奈川県 ハックドラッグ東戸塚オーロラモール店 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町537-1オーロラモール1F

神奈川県 ハックドラッグサクラス戸塚店 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4253-1サクラス戸塚1F

神奈川県 ウエルシア薬局本厚木ミロード南館店 243-0013 神奈川県厚木市泉町1-1小田急本厚木ミロード1南館1階2階

神奈川県 ハックドラッグ南まきが原店 241-0835 神奈川県横浜市旭区柏町127
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神奈川県 ハックドラッグ二俣川ライフ店 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川1-3-2二俣川駅北口共同ビル二俣川ライフ3階

神奈川県 ハックドラッグ鶴ヶ峰店 241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-82-1ココロット鶴ヶ峰1F

神奈川県 ハックドラッグ久里浜駅前はろーど店 239-0831 神奈川県横須賀市久里浜4-7-8久里浜叶ビル1・2F

神奈川県 ハックドラッグ横須賀中央店 238-0007 神奈川県横須賀市若松町２−４田丸屋ビル内

神奈川県 ハックドラッグ金沢文庫西口店 236-0016 神奈川県横浜市金沢区谷津419

神奈川県 ハックドラッグ港南台バーズ2 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台3-1-3港南台バーズ2F

神奈川県 ハックドラッグ石川町店 231-0868 神奈川県横浜市中区石川町１−１３豆文ビル内

神奈川県 ハックドラッグベイタウン本牧5番街店 231-0821 神奈川県横浜市中区本牧原12ベイタウン本牧5-1F

神奈川県 ハックドラッグ藤が丘駅前店 227-0043 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-28-17

神奈川県 ハックドラッグららぽーと横浜店 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1ららぽーと横浜1F

神奈川県 ハックドラッグ港北東急S.C.店 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央5-1B1F

神奈川県 ハックドラッグサウスウッド店 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央6-1サウスウッド1F

神奈川県 ハックドラッグモザイクモール港北店 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-31-1-0110

神奈川県 ハックドラッグ綱島駅東口店 223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東1-5-17

神奈川県 ハックドラッグ岡野店 220-0073 神奈川県横浜市西区岡野2-5-18

神奈川県 ハックドラッグ新百合ヶ丘店 215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-20-1小田急アコルデ2F

⾧野県 とをしや薬局松本高宮店 390-0842 ⾧野県松本市征矢野2-14-11

⾧野県 とをしや薬局梓川店 390-1701 ⾧野県松本市梓川倭918-1

⾧野県 とをしや薬局島内店 390-0851 ⾧野県松本市島内1840-7

⾧野県 とをしや薬局村井店 399-0037 ⾧野県松本市村井町西2丁目17番34号

⾧野県 とをしや薬局平田店 399-0014 ⾧野県松本市平田東2-17-13

⾧野県 とをしや薬局松本庄内店 390-0827 ⾧野県松本市出川1-14-2

⾧野県 とをしや薬局松本寿店 399-0027 ⾧野県松本市寿南1-254-1

⾧野県 とをしや薬局蟻ケ崎店 390-0861 ⾧野県松本市蟻ヶ崎6丁目23-5

⾧野県 とをしや薬局有明店 399-8301 ⾧野県安曇野市穂高有明10011

⾧野県 とをしや薬局三郷店 399-8102 ⾧野県安曇野市三郷温2429-2

⾧野県 とをしや薬局堀金店 399-8211 ⾧野県安曇野市堀金鳥川5010

⾧野県 とをしや薬局矢原店 399-8303 ⾧野県安曇野市穂高769-2

⾧野県 とをしや薬局豊科店 399-8205 ⾧野県安曇野市豊科2637-4

⾧野県 とをしや薬局松川店 399-8501 ⾧野県北安曇郡松川村東川原5728−180

⾧野県 とをしや薬局広丘野村店 399-0702 ⾧野県塩尻市大字広丘野村2187

⾧野県 とをしや薬局広丘駅前店 399-0706 ⾧野県塩尻市大字広丘原新田215-88

⾧野県 とをしや薬局塩尻中学前店 399-0713 ⾧野県塩尻市大字大小屋字屋敷95-2

⾧野県 とをしや薬局桔梗ヶ原店 399-0745 ⾧野県塩尻市塩尻駅北土地区画整理事業内１街区

⾧野県 とをしや薬局大町常盤店 398-0004 ⾧野県大町市大字常盤5868-9

静岡県 ウエルシアルピア函南店 419-0114 静岡県田方郡函南町仁田74-1

静岡県 ウエルシア富士南店 416-0934 静岡県富士市鮫島118-10

静岡県 ウエルシアサントムーン柿田川店 411-0902 静岡県駿東郡清水町玉川61-2

静岡県 ウエルシアららぽーと沼津店 410-8541 静岡県沼津市東椎路東荒301-31階

静岡県 ウエルシア沼津アントレ店 410-0801 静岡県沼津市大手町1-1-1

愛知県 ウエルシア名古屋太閤店 453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤１−１９−４２
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