
新潟県の店舗①

店舗住所 取組販売店名 店舗名

新潟県阿賀野市学校町１０－１７ クスリのアオキ 水原店
新潟県阿賀野市庄ケ宮６８３ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 水原店
新潟県燕市井土巻２－６２－１ ウエルシア薬局 燕店
新潟県燕市白山町３－２２－９ クスリのアオキ つばめ白山町店
新潟県燕市笈ケ島１１８１－１ クスリのアオキ 分水店
新潟県燕市吉田東栄町１０－８ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 吉田店
新潟県燕市吉田西太田字札木８３７－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 吉田南店
新潟県燕市分水学校町２－９－５０ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 分水店
新潟県加茂市番田１４９０－６ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 西加茂店
新潟県魚沼市井口新田８４０－１ ウエルシア薬局 新潟小出東店
新潟県魚沼市井口新田８６７－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 小出店
新潟県魚沼市原虫野３５１－５ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 小出南店
新潟県見附市上新田町８１９ ウエルシア薬局 見附上新田店
新潟県見附市本所１－３－７ クスリのアオキ 本所店
新潟県見附市昭和町２－３－２ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 見附昭和町店
新潟県五泉市東本町２－６－６ ウエルシア薬局 五泉店
新潟県五泉市今泉１３４０ クスリのアオキ 五泉今泉店
新潟県五泉市本町１－７－２ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 五泉店
新潟県三条市興野２－８－２２ クスリのアオキ 興野店
新潟県三条市荒町２－２－２６ クスリのアオキ 荒町店
新潟県三条市東裏館３－６１３ クスリのアオキ 三条北店
新潟県三条市西本成寺１－３４－１９ クスリのアオキ 西本成寺店
新潟県三条市南四日町４－８－９ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 三条四日町店
新潟県三条市興野３－１－３ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 東三条店
新潟県糸魚川市東寺町２－１１－８ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 糸魚川店
新潟県十日町市下川原町寅乙２３５－２ ウエルシア薬局 十日町下川原町店
新潟県十日町市子３８４－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 十日町店
新潟県小千谷市平沢１－２－４９ クスリのアオキ 小千谷店
新潟県小千谷市平沢２－１－３１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 小千谷店
新潟県上越市鴨島１－１５０６ クスリのアオキ 鴨島店
新潟県上越市五智１－１２－６ クスリのアオキ 五智店
新潟県上越市春日山町３－１５－８ クスリのアオキ 春日山町店
新潟県上越市昭和町２－９９０－１ クスリのアオキ 上越昭和町店
新潟県上越市藤巻８２１－１ クスリのアオキ 藤巻店
新潟県上越市藤野新田１１６８ クスリのアオキ 藤野新田店
新潟県上越市北城町４－１７６ クスリのアオキ 北城店
新潟県上越市富岡３４５８上越ショッピングセンターアコーレ１Ｆ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 上越ｱｺｰﾚ店
新潟県上越市子安新田２９－３ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 上越鴨島店
新潟県上越市国府４－７－２８ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 上越国府店
新潟県新潟市南区能登４２５－１ ウエルシア薬局 新潟白根店
新潟県新潟市秋葉区下興野町５５９－９ クスリのアオキ さつき野店
新潟県新潟市東区逢谷内３－５１５－１ クスリのアオキ 逢谷内店
新潟県新潟市東区浜谷町２－９２－１ クスリのアオキ 空港通り店
新潟県新潟市中央区紫竹山３－３－２９ クスリのアオキ 紫竹山店
新潟県新潟市西区寺尾台３－１－５ クスリのアオキ 寺尾台店
新潟県新潟市中央区女池南１－６－６ クスリのアオキ 女池店
新潟県新潟市西区小新西２－１９－３４ クスリのアオキ 小新店
新潟県新潟市北区松浜東町２－３－１０ クスリのアオキ 松浜店
新潟県新潟市中央区大島１１１－３ クスリのアオキ 新潟大島店
新潟県新潟市秋葉区新津４５２０－３ クスリのアオキ 新津店
新潟県新潟市西区青山１－２－３ クスリのアオキ 青山店
新潟県新潟市東区若葉町１－１９－３０ クスリのアオキ 中野山店
新潟県新潟市中央区本馬越２－１１－１２ クスリのアオキ 馬越店
新潟県新潟市東区豊２－２－５０ クスリのアオキ 豊店
新潟県新潟市西区小新５－７－２１アピタ新潟西店１Ｆ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC ｱﾋﾟﾀ新潟西店
新潟県新潟市秋葉区新津５１６３－３コモタウン内 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC ｺﾓﾀｳﾝ新津店
新潟県新潟市中央区天神尾２－９－１とやのプラザ内 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC とやの店
新潟県新潟市東区はなみずき２－６－１７ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC はなみずき店
新潟県新潟市東区牡丹山１－３１－２０ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 牡丹山店
新潟県新潟市中央区関新３－４－３４ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 関屋店



新潟県の店舗②

店舗住所 取組販売店名 店舗名

新潟県新潟市東区錦町５－６２ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 錦町店
新潟県新潟市東区古川町６－２６ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 山の下店
新潟県新潟市西区山田４０８－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 山田店
新潟県新潟市中央区女池神明１－１６０６－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 女池店
新潟県新潟市北区すみれ野３－２－１３ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 新崎店
新潟県新潟市秋葉区新津本町４－１６－１７ベルシティ新津内 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 新津店
新潟県新潟市西区新通南２－１８－２４ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 新通店
新潟県新潟市西蒲区巻甲４１３２－１清水フードセンター巻店内 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 清水ﾌｰﾄﾞC巻店
新潟県新潟市西蒲区押付１５２－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 西川店
新潟県新潟市西区青山８－５－２ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 青山店
新潟県新潟市中央区早川町３－３２３０ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 早川町店
新潟県新潟市西区大野町３２６５ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 大野店
新潟県新潟市中央区鳥屋野２００３－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 鳥屋野南店
新潟県新潟市西区五十嵐中島５－１－７４ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 内野店
新潟県新潟市東区南紫竹２－７－３ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 南紫竹店
新潟県新潟市中央区南出来島２－８－６ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 南出来島店
新潟県新潟市中央区幸西１－１－３７ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 南万代店
新潟県新潟市南区白根２８０４ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 白根店
新潟県新潟市北区石動２－４－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 豊栄店
新潟県新潟市中央区本町通６－１１２０ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 本町通店
新潟県新潟市中央区堀之内南１－１５－１５ 星光堂 とやの店
新潟県新発田市本町３－２－６ ウエルシア薬局 新発田本町店
新潟県新発田市住吉町５－４－９ クスリのアオキ 住吉店
新潟県新発田市豊町４－９－５ クスリのアオキ 新発田豊町店
新潟県新発田市富塚町２－４－３１ クスリのアオキ 富塚店
新潟県新発田市東新町１－１５－１７ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 新発田東新町店
新潟県西蒲原郡弥彦村美山３６０－１ クスリのアオキ 弥彦店
新潟県村上市坂町１７７１－３ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 坂町店
新潟県村上市緑町５－７－２６ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 村上西店
新潟県村上市飯野１－２－３３ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 村上店
新潟県胎内市大川町１４－３１ ウエルシア薬局 新潟中条店
新潟県胎内市あかね町２６－３９ クスリのアオキ あかね店
新潟県胎内市大川町３０６０－１ ﾏﾂｷﾖ ﾌｧﾐﾘｰﾄﾞﾗｯｸﾞ中条店
新潟県長岡市西宮内１－５５ クスリのアオキ 西宮内店
新潟県長岡市千歳２－１－４３ クスリのアオキ 千歳店
新潟県長岡市大島本町３－１－５７ クスリのアオキ 大島店
新潟県長岡市金町２－６－２１ クスリのアオキ 栃尾店
新潟県長岡市沖田１－１６ クスリのアオキ 美沢店
新潟県長岡市北山３－２１－５ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 希望ｹ丘店
新潟県長岡市宮内町字山伏３３７７ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 宮内店
新潟県長岡市今朝白２－５－１５ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 今朝白店
新潟県長岡市寺泊敦ケ曽根１４３－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 寺泊店
新潟県長岡市千秋２－２７８リバーサイド千秋１Ｆ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 千秋店
新潟県長岡市花園南部土地区画整理事業地２５街区１６－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 長岡花園店
新潟県長岡市七日町４２８－１ マツモトキヨシ ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ七日町店
新潟県東蒲原郡阿賀町津川６３０－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 津川店
新潟県南蒲原郡田上町羽生田１３４－１ ウエルシア薬局 新潟田上店
新潟県南魚沼市塩沢７７５－３ ウエルシア薬局 南魚沼塩沢店
新潟県柏崎市錦町１－８ ウエルシア薬局 柏崎錦町店
新潟県柏崎市上田尻１０４３ ウエルシア薬局 柏崎上田尻店
新潟県柏崎市松波２－５－１４ クスリのアオキ 松波店
新潟県柏崎市松美２－２－２７ クスリのアオキ 松美店
新潟県柏崎市新花町１－４ クスリのアオキ 新花町店
新潟県柏崎市日吉町３－３７ クスリのアオキ 柏崎中央店
新潟県柏崎市半田２－６－２３ クスリのアオキ 半田店
新潟県柏崎市穂波町１３－３７ クスリのアオキ 穂波店
新潟県柏崎市柳田町４３柏崎ショッピングセンターパルス内 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 柏崎SCﾊﾟﾙｽ店
新潟県柏崎市茨目１－４－１２ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 柏崎茨目店
新潟県妙高市諏訪町１－３－３４ クスリのアオキ 新井店



富山県の店舗①

店舗住所 取組販売店名 店舗名

富山県下新川郡入善町椚山１３５９ クスリのアオキ 入善店
富山県下新川郡朝日町平柳１２４７－１ クスリのアオキ 泊駅前店
富山県下新川郡入善町上野１２８５きららの里内 中部薬品 ジェイマート入善店
富山県滑川市魚躬１２２９－１７２ クスリのアオキ うおのみ店
富山県滑川市下島１４６－２ クスリのアオキ 下島店
富山県滑川市柳原２１－４ クスリのアオキ 柳原店
富山県魚津市北鬼江３１１－１ クスリのアオキ 吉島店
富山県魚津市上村木９２０－１ クスリのアオキ 魚津店
富山県魚津市新宿５－３ クスリのアオキ 新宿店
富山県魚津市大光寺３８０ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ魚津南店
富山県魚津市上村木４１３アップルヒルショッピングセンター内 中部薬品 魚津店
富山県高岡市京田６１１ クスリのアオキ 京田店
富山県高岡市戸出町５－１－１ クスリのアオキ 戸出店
富山県高岡市駅南１－１１－１７ クスリのアオキ 高岡駅南店
富山県高岡市昭和町１－５０５－１ クスリのアオキ 昭和町店
富山県高岡市上四屋２－２０ クスリのアオキ 上四屋店
富山県高岡市上北島１８５－１ クスリのアオキ 上北島店
富山県高岡市野村１８４６ クスリのアオキ 新野村店
富山県高岡市中曽根２３４３ クスリのアオキ 中曾根店
富山県高岡市下麻生１１６４ クスリのアオキ 中田店
富山県高岡市伏木１－１－５ クスリのアオキ 伏木店
富山県高岡市福岡町下老子７２５ クスリのアオキ 福岡店
富山県高岡市木津１４２６－１ クスリのアオキ 木津店
富山県高岡市高岡市野村１３２９－１ クスリのアオキ 野村店
富山県高岡市蓮花寺２１２－１ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ蓮花寺店
富山県高岡市木津４５８－１４ 中部薬品 高岡木津店
富山県高岡市美幸町２－１－５ 中部薬品 美幸店
富山県黒部市牧野８１７－１ クスリのアオキ 黒部中央店
富山県黒部市堀高９５－１ クスリのアオキ 堀高店
富山県射水市戸破江上２１２１－５ クスリのアオキ ひばり店
富山県射水市戸破１６６０ クスリのアオキ 小杉店
富山県射水市三ケ９２５ クスリのアオキ 小杉北店
富山県射水市大門９７－１ クスリのアオキ 新大門店
富山県射水市西新湊２７－９ クスリのアオキ 西新湊店
富山県射水市小島３７０７ 中部薬品 射水大島店
富山県小矢部市本町５－３２ クスリのアオキ 小矢部中央店
富山県上新川郡大沢野町上大久保１０５０－１ クスリのアオキ 大沢野店
富山県中新川郡上市町法音寺字横市２－１ クスリのアオキ 上市店
富山県中新川郡立山町大石原７５ クスリのアオキ 立山店
富山県砺波市新富町５－４７ クスリのアオキ 新富店
富山県砺波市杉木５－７８ クスリのアオキ 杉木店
富山県南砺市山見１７３９－５ クスリのアオキ 井波店
富山県南砺市野田４８－３ クスリのアオキ 城端店
富山県南砺市福光殿舘２７９－１ クスリのアオキ 福光店
富山県南砺市二日町１６００－１ クスリのアオキ 福野店
富山県南砺市福光２０１－１ 中部薬品 福光店
富山県氷見市諏訪野９－１５ ウエルシア薬局 氷見諏訪野店
富山県氷見市幸町７－２２ クスリのアオキ 氷見幸町店
富山県氷見市柳田１９５０－１ クスリのアオキ 柳田店
富山県氷見市柳田１１６４ 中部薬品 氷見南店
富山県富山市赤田７９０－１ ウエルシア薬局 赤田店
富山県富山市天正寺１１０５ ウエルシア薬局 富山天正寺店
富山県富山市綾田町１-７-７ クスリのアオキ 綾田店
富山県富山市下奥井１－１－２６ クスリのアオキ 下奥井店
富山県富山市掛尾町１６９－１ クスリのアオキ 掛尾店
富山県富山市森３－５６－１２ クスリのアオキ 岩瀬店
富山県富山市中田１－１１１－１ クスリのアオキ 岩瀬東店
富山県富山市婦中町新屋５８ クスリのアオキ 宮野店
富山県富山市呉羽町字草田２４７４ クスリのアオキ 呉羽店
富山県富山市向新庄２－１７４－１ クスリのアオキ 向新庄店



富山県の店舗②

店舗住所 取組販売店名 店舗名

富山県富山市根塚町３－１０－５ クスリのアオキ 根塚店
富山県富山市山室２２６－５ クスリのアオキ 山室店
富山県富山市鶴ケ丘町１－１ クスリのアオキ 上飯野店
富山県富山市西長江４－１－４７ クスリのアオキ 西長江店
富山県富山市赤田７４５ クスリのアオキ 赤田店
富山県富山市茶屋町１５－１ クスリのアオキ 茶屋町店
富山県富山市藤木１８７０－１ クスリのアオキ 藤木店
富山県富山市鍋田１－５５ クスリのアオキ 鍋田店
富山県富山市八尾町井田５７７ クスリのアオキ 八尾店
富山県富山市婦中町宮ケ島３１５ クスリのアオキ 婦中店
富山県富山市堀川本郷１５－１２ クスリのアオキ 堀川店
富山県富山市本郷町３６０－１ クスリのアオキ 本郷店
富山県富山市掛尾町６７ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ掛尾店
富山県富山市五福３６４０－５ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ五福店
富山県富山市向新庄町１－２－６ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ向新庄店
富山県富山市町村２４４ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ町村店
富山県富山市窪新町字小橋詰割１－１ 中部薬品 窪新店
富山県富山市山室２２６－２グリーンモール山室店内 中部薬品 山室店
富山県富山市清水町８－１－８ 中部薬品 清水町店
富山県富山市上大久保１２１０－１グリーンバレー内 中部薬品 大沢野店
富山県富山市開５８５ 中部薬品 藤の木店
富山県富山市つばめ野１－４１ 中部薬品 富山つばめ野店
富山県礪波市 クスリのアオキ 砺波店



石川県の店舗①

店舗住所 取組販売店名 店舗名

石川県かほく市七窪１７ クスリのアオキ 宇ノ気店
石川県かほく市高松ア２４－２ クスリのアオキ 高松店
石川県かほく市高松ム５５－１ クスリのアオキ 高松北店
石川県かほく市浜北ロ９３－１ クスリのアオキ 浜北店
石川県羽咋市石野町ト３７ クスリのアオキ 羽咋店
石川県羽咋市石野町イ３１ シメノドラッグ 羽咋店
石川県加賀市山代温泉１８５－１ クスリのアオキ 山代店
石川県加賀市山中温泉塚谷町１－１２１ クスリのアオキ 山中店
石川県加賀市大聖寺耳聞山町８６－８ クスリのアオキ 大聖寺店
石川県加賀市作見町リ２４ シメノドラッグ 加賀温泉駅前店
石川県河北郡津幡町横浜ヘ３１－１ クスリのアオキ 津幡店
石川県河北郡内灘町鶴ケ丘５－１－３５０ クスリのアオキ 鶴ｹ丘店
石川県河北郡津幡町清水ア２８ クスリのアオキ 本津幡店
石川県金沢市額新保２－２７９ キリン堂 額新保店
石川県金沢市みずき１－３－１ クスリのアオキ みずき店
石川県金沢市北塚町西４８２ クスリのアオキ みどり団地店
石川県金沢市粟崎町２丁目３ クスリのアオキ 粟崎店
石川県金沢市福増町南１２５２ クスリのアオキ 安原店
石川県金沢市鞍月５－７７ クスリのアオキ 鞍月店
石川県金沢市進和町８２ クスリのアオキ 間明店
石川県金沢市暁町２０－６ クスリのアオキ 暁店
石川県金沢市玉鉾１－２７ クスリのアオキ 玉鉾店
石川県金沢市神田１－１－２５ クスリのアオキ 御影店
石川県金沢市上荒屋１－２２２ クスリのアオキ 御経塚店
石川県金沢市桜田町１－３１ クスリのアオキ 桜田店
石川県金沢市三口新町２－２－９ クスリのアオキ 三口新町店
石川県金沢市三馬２－２５４ クスリのアオキ 三馬店
石川県金沢市小坂町西１７ クスリのアオキ 小坂店
石川県金沢市畝田西３－５１４ クスリのアオキ 畝田店
石川県金沢市西泉３－２３ クスリのアオキ 西泉店
石川県金沢市泉が丘２－４－２０ クスリのアオキ 泉ヶ丘店
石川県金沢市昌永町１５－５０ クスリのアオキ 浅野本町店
石川県金沢市副都心北部大河端土地区画整理地内７街区７ クスリのアオキ 大河端店
石川県金沢市長坂３－１１５ クスリのアオキ 長坂店
石川県金沢市長田町４－２ クスリのアオキ 長田店
石川県金沢市藤江北１－３０３ クスリのアオキ 藤江店
石川県金沢市八日市出町７６９ クスリのアオキ 八日市店
石川県金沢市疋田３丁目６３ クスリのアオキ 疋田店
石川県金沢市伏見台２－７－４６ クスリのアオキ 伏見台店
石川県金沢市もりの里３－１８３ クスリのアオキ 鈴見店
石川県金沢市大樋町３－３ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ鳴和店
石川県金沢市円光寺２－３４５ 中部薬品 泉が丘店
石川県金沢市増泉３－１６－２５ 中部薬品 増泉店
石川県金沢市大桑３－１７６－１ 中部薬品 大桑店
石川県金沢市もりの里１－１３２ 中部薬品 杜の里店
石川県金沢市木曳野土地区画整理地３３ 中部薬品 木曳野店
石川県七尾市藤野町ロベ３８ クスリのアオキ 七尾店
石川県七尾市小島町１－７８ベイモール内 クスリのアオキ 小島店
石川県小松市矢田野町ヘ５５－１ クスリのアオキ 粟津店
石川県小松市園町ホ１０７－３ クスリのアオキ 薗店
石川県小松市向本折町ニ２４－１ クスリのアオキ 向本折店
石川県小松市今江町１－３０５ クスリのアオキ 今江店
石川県小松市若杉町２－３５ クスリのアオキ 若杉店
石川県小松市日の出町４－２１２ クスリのアオキ 小松日の出店
石川県小松市白江町２０－１ クスリのアオキ 白江店
石川県小松市符津町タ３６－２ クスリのアオキ 符津店
石川県小松市北浅井町２６ クスリのアオキ 北浅井店
石川県小松市有明町３１ 一般店／中野粧業社 ｶ)ﾅｶﾉｼﾖｳｷﾞﾖｳｼﾔ
石川県小松市沖町周辺土地区画整理７街区１ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ小松沖町店
石川県小松市打越町若杉地区土地区画整理事業施工区域 中部薬品 小松東店



石川県の店舗②

店舗住所 取組販売店名 店舗名

石川県松任市新田町４８－１ クスリのアオキ 新旭店
石川県松任市成町２１５－１ クスリのアオキ 成町店
石川県松任市石同新町２７０ クスリのアオキ 石同新町店
石川県松任市北安田町５－１６ クスリのアオキ 北安田店
石川県石川郡野々市町扇が丘住吉１８－７－１ クスリのアオキ 扇が丘店
石川県能美郡寺井町寺井口９０－１ クスリのアオキ 寺井店
石川県能美郡辰口町辰口９６５ クスリのアオキ 辰口店
石川県能美市寺井町ハ１１２ ウエルシア薬局 能美寺井店
石川県能美市大成町１９－５ クスリのアオキ 根上店
石川県白山市松任駅北相木地区土地区画整理事業施工地区４４－６ クスリのアオキ 相木店
石川県白山市長屋町ロ５６ クスリのアオキ 美川店
石川県白山市布市１－１７０－１ クスリのアオキ 布市店
石川県白山市番匠町７４－１ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ松任東店
石川県鳳珠郡能登町宇出津新港２－８ クスリのアオキ 宇出津店
石川県鳳珠郡穴水町川島５０ クスリのアオキ 穴水店
石川県野々市市若松町６３７ クスリのアオキ 押越店
石川県野々市市御経塚３－１５９ クスリのアオキ 御経塚あやめ店
石川県野々市市新庄６－４５１ クスリのアオキ 新庄店
石川県野々市市菅原町２６－１ クスリのアオキ 菅原店
石川県野々市市三納１－７７ クスリのアオキ 野々市中央店
石川県野々市市扇が丘８－４８ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ扇が丘店
石川県輪島市宅田町５８ クスリのアオキ 輪島店



福井県の店舗

店舗住所 取組販売店名 店舗名

福井県あわら市舟津４６字樋浦１９－１ クスリのアオキ 芦原店
福井県あわら市大溝３－２０１ クスリのアオキ 金津店
福井県越前市横市町２７ クスリのアオキ 横市店
福井県越前市高瀬１－４７ クスリのアオキ 高瀬店
福井県越前市粟田部町４６－２４ クスリのアオキ 今立店
福井県越前市芝原５－７街区１ クスリのアオキ 芝原店
福井県越前市平出１－９－２５ クスリのアオキ 平出店
福井県越前市新町３－１１－１ 中部薬品 Ｖドラッグ武生店
福井県吉田郡永平寺町松岡芝原２－８６ クスリのアオキ 松岡店
福井県坂井郡丸岡町里丸岡１－４４ クスリのアオキ 丸岡店
福井県坂井郡三国町覚善２大宮３１－１ クスリのアオキ 三国店
福井県坂井郡春江町江留下高道１３２ クスリのアオキ 春江店
福井県坂井市丸岡町一本田福所２４－１８－１ クスリのアオキ 丸岡北店
福井県坂井市坂井町長畑２２－７ クスリのアオキ 坂井店
福井県鯖江市小黒町１－６－１５ クスリのアオキ 小黒店
福井県鯖江市糺町第３０号５－２ クスリのアオキ 神明店
福井県鯖江市五郎丸町７４ クスリのアオキ 東鯖江店
福井県鯖江市北野町１－１－３３ クスリのアオキ 北野店
福井県勝山市旭町２－７５７ クスリのアオキ 勝山店
福井県小浜市府中７下前田２７－１ クスリのアオキ 小浜店
福井県大飯郡高浜町宮崎７７－７－１ 内山薬品 佐々木薬局高浜店
福井県大野市糸魚町１－３ クスリのアオキ こぶし通り店
福井県大野市月美町１００２ クスリのアオキ 大野店
福井県丹生郡越前町大王丸１４－３３ クスリのアオキ 織田店
福井県丹生郡越前町東内郡２－２２２ クスリのアオキ 朝日店
福井県丹生郡越前町西田中４－５０８ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ越前朝日店
福井県敦賀市呉竹町２－５１２ クスリのアオキ 敦賀店
福井県敦賀市若葉町２－７０５ クスリのアオキ 敦賀南店
福井県敦賀市木崎２４－１３－１ クスリのアオキ 木崎店
福井県敦賀市野神１５ クスリのアオキ 野神店
福井県敦賀市櫛林９－９－１ スギ薬局 敦賀櫛林店
福井県敦賀市長沢５１－１ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ敦賀長沢店
福井県敦賀市木崎１７高土手７ 中部薬品 木崎店
福井県南条郡南越前町東大道２５宮ノ前２５－１ クスリのアオキ 南条店
福井県福井市下江守町２７－１２ クスリのアオキ 下江守店
福井県福井市花堂東１－１７１０ クスリのアオキ 花堂店
福井県福井市月見４－２１７ クスリのアオキ 月見店
福井県福井市高木中央１－２２０１ クスリのアオキ 高木中央店
福井県福井市石盛町１８－１２ クスリのアオキ 森田店
福井県福井市大宮２－２３０２ クスリのアオキ 大宮店
福井県福井市舟橋町６９－５ クスリのアオキ 灯明寺店
福井県福井市南四ツ居１－３－１３ クスリのアオキ 南四ツ居店
福井県福井市志比口１－１１１０ クスリのアオキ 日之出店
福井県福井市舞屋町６－５－２ クスリのアオキ 舞屋店
福井県福井市若杉４－１７０１ クスリのアオキ 福井若杉店
福井県福井市新田塚２－３３－５ クスリのアオキ 福井新田塚店
福井県福井市文京６－３０４ クスリのアオキ 文京店
福井県福井市米松２－４－１２ クスリのアオキ 米松店
福井県福井市大和田２－１２３０ ユニー アピタ福井大和田店
福井県福井市開発２－１０１ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ開発店
福井県福井市若杉２－１５１２ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ若杉店
福井県福井市高木中央３－３１１ 中部薬品 高木店
福井県福井市大島町柳１０１－４ 中部薬品 大島店



山梨県の店舗

店舗住所 取組販売店名 店舗名

山梨県甲府市千塚１?９?１４オギノ湯村ショッピングセンター２ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC ｵｷﾞﾉ湯村SC店
山梨県甲府市富士見１－６－１３ ﾂﾙﾊ 甲府富士見店
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門２４４ ウエルシア薬局 市川三郷店
山梨県笛吹市石和町広瀬２２５オギノＳＣ内 ﾂﾙﾊ 笛吹店
山梨県南アルプス市野牛島２３４７－１３ ﾂﾙﾊ 南ｱﾙﾌﾟｽ八田店
山梨県南都留郡富士河口湖町船津２９８６河口湖ショッピングセン ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 河口湖BELL店
山梨県富士吉田市中曽根２－１３－７ ﾂﾙﾊ 上吉田店

長野県の店舗

店舗住所 取組販売店名 店舗名

長野県佐久市小田井６１３－１佐久インターウェーブ内 ウエルシア薬局 佐久ｲﾝﾀｰｳｪｰﾌﾞ店
長野県松本市平田東３－１－１５ ﾂﾙﾊ 松本平田店
長野県松本市寿中１－１４－７ ﾏﾂｷﾖ 寿店
長野県上田市神畑鳥居先１３５ クスリのアオキ 上田原店
長野県上田市中央２－１８－２６ クスリのアオキ 上田中央店
長野県上田市中央北２－１－１６ クスリのアオキ 上田中央北店
長野県上田市常田２－１０－６ クスリのアオキ 常田店
長野県上田市大屋２３４－８ クスリのアオキ 大屋店
長野県須坂市旭ケ丘２１０２－１ クスリのアオキ 旭ｹ丘店
長野県須坂市墨坂４－３－２８ クスリのアオキ 墨坂店
長野県須坂市横町２８８－１ ﾏﾂｷﾖ 芝宮前中島ﾌｧﾐﾘｰ薬局
長野県千曲市粟佐宮西１２５８－１ クスリのアオキ 粟佐店
長野県千曲市戸倉１９１６－１ クスリのアオキ 戸倉店
長野県千曲市新田７６８－３ クスリのアオキ 新田店
長野県千曲市鋳物師屋１３０－３ 富士薬品 千曲埴生店
長野県中野市西条８６９ クスリのアオキ 西条店
長野県長野市稲葉字中河原沖８９６ クスリのアオキ 稲葉店
長野県長野市稲里町中氷鉋２２３８ クスリのアオキ 稲里店
長野県長野市川中島町四ツ屋辺屋新田１０４０－３５ クスリのアオキ 三本柳店
長野県長野市三輪９－４９－３６ クスリのアオキ 三輪店
長野県長野市三輪１－８－２６ クスリのアオキ 三輪東店
長野県長野市篠ノ井御幣川字北松島６１１ クスリのアオキ 篠ノ井店
長野県長野市西尾張部字若宮北１９４－１ クスリのアオキ 若宮店
長野県長野市石渡字東田５９－２ クスリのアオキ 石渡店
長野県長野市青木島町大塚字北島９１６－１ クスリのアオキ 大塚店
長野県長野市中御所３－５－１８ クスリのアオキ 中御所店
長野県長野市南高田１－１６－１ クスリのアオキ 南高田店
長野県長野市篠ノ井杵淵字大門西４６４ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 篠ﾉ井東店
長野県長野市若里３－２２－１ケーズタウン若里１Ｆ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 若里店
長野県東御市和３１７８ ウエルシア薬局 東御かのう店
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢１３２３?４１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 軽井沢店



岐阜県の店舗①

店舗住所 取組販売店名 店舗名

岐阜県安八郡神戸町神戸１１７０ クスリのアオキ 神戸店
岐阜県羽島郡岐南町徳田１－１２ クスリのアオキ みやまち店
岐阜県羽島郡笠松町円城寺字東栗屋９９６ クスリのアオキ 円城寺店
岐阜県羽島郡笠松町長池１１６６－１ クスリのアオキ 笠松長池店
岐阜県羽島郡柳津町栄町２０２番地 スギ薬局 笠松店
岐阜県羽島郡岐南町八剣２－３６ スギ薬局 岐南店
岐阜県羽島市舟橋町８－１ クスリのアオキ 岐阜羽島駅前店
岐阜県羽島市福寿町間島７－１７ クスリのアオキ 福寿店
岐阜県羽島市正木町曲利１０６８ スギ薬局 羽島正木店
岐阜県羽島市舟橋町１１ スギ薬局 舟橋店
岐阜県羽島市竹鼻町丸の内２－５４ 中部薬品 羽島中央店
岐阜県羽島市江吉良町９３８ 中部薬品 羽島南店
岐阜県下呂市萩原町萩原１５００－２ スギ薬局 萩原店
岐阜県下呂市森８５４－９ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ下呂店
岐阜県加茂郡川辺町西栃井４５９ スギ薬局 川辺店
岐阜県加茂郡白川町河岐１７３１ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ白川店
岐阜県可児郡御嵩町上恵土２９５－１ スギ薬局 可児御嵩店
岐阜県可児市下恵土８５９－１ クスリのアオキ 下恵土店
岐阜県可児市今渡２４３２－１ クスリのアオキ 今渡店
岐阜県可児市中恵土２０６０－１ クスリのアオキ 中恵土店
岐阜県可児市広見２１１２ スギ薬局 可児広見店
岐阜県可児市下恵土４１３５ スギ薬局 可児店
岐阜県可児市広見１９９９－１ 中部薬品 Ｖドラッグ広見店
岐阜県海津郡海津町馬目字西方３５６－１ スギ薬局 海津店
岐阜県各務原市鵜沼各務原町４－３２７－１ クスリのアオキ にんじん通り店
岐阜県各務原市鵜沼東町１－１１２－１ クスリのアオキ 鵜沼東店
岐阜県各務原市川島河田町３７８－１ クスリのアオキ 川島店
岐阜県各務原市蘇原新栄町１－４３－１ クスリのアオキ 蘇原中央店
岐阜県各務原市蘇原東島町３－５７－１ クスリのアオキ 東島店
岐阜県各務原市那加野畑町１－１１６－３ クスリのアオキ 那加野畑店
岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町５－１９８－１ スギ薬局 鵜沼三ツ池店
岐阜県各務原市鵜沼西町１－３６４－１ スギ薬局 鵜沼店
岐阜県各務原市那加住吉町１－２－１ スギ薬局 各務原市役所前店
岐阜県各務原市蘇原花園町２－１６ スギ薬局 各務原店
岐阜県各務原市蘇原新栄町１－１ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ各務原中央店
岐阜県各務原市那加前野町３－１６７－１ 中部薬品 Ｖドラッグ那加店
岐阜県各務原市鵜沼西町１－５９７－１ 中部薬品 鵜沼店
岐阜県各務原市那加住吉町３－２８ 中部薬品 那加住吉店
岐阜県関市稲口５２３－１ クスリのアオキ 稲口店
岐阜県関市下有知４０７４－１ クスリのアオキ 下有知店
岐阜県関市鋳物師屋字笠屋土地区画整理事業１４街区３ クスリのアオキ 鋳物師屋店
岐阜県関市倉知字祭場下４２３ スギ薬局 関店
岐阜県関市緑ケ丘２－４－７ 中部薬品 関緑ケ丘店
岐阜県岐阜市茜部本郷２－１３８－１ クスリのアオキ 茜部店
岐阜県岐阜市粟野東１－６３ クスリのアオキ 粟野東店
岐阜県岐阜市芋島３－８－５ クスリのアオキ 芋島店
岐阜県岐阜市芥見南山２－８－４４ クスリのアオキ 芥見店
岐阜県岐阜市薮田南５－７－６ クスリのアオキ 岐阜県庁南店
岐阜県岐阜市細畑３－２１－２８ クスリのアオキ 細畑店
岐阜県岐阜市鷺山１３３７ クスリのアオキ 鷺山店
岐阜県岐阜市上尻毛八幡６０－１ クスリのアオキ 上尻毛店
岐阜県岐阜市中２－１７７ クスリのアオキ 西郷店
岐阜県岐阜市則武西１－２－８ クスリのアオキ 則武店
岐阜県岐阜市南鶉４－７－１ クスリのアオキ 南鶉店
岐阜県岐阜市北島３－１－５ クスリのアオキ 北島店
岐阜県岐阜市水主町１－１６２－２ スギ薬局 茜部店
岐阜県岐阜市粟野東４－１７２ スギ薬局 粟野東店
岐阜県岐阜市芥見東山２－６ スギ薬局 芥見店
岐阜県岐阜市橋本町３－５ スギ薬局 岐阜駅西店
岐阜県岐阜市弁天町３－３８ スギ薬局 岐阜都通店
岐阜県岐阜市入舟町５－３１－１ スギ薬局 岐阜入舟店
岐阜県岐阜市六条南３－３－５ スギ薬局 岐阜六条店
岐阜県岐阜市西荘４－６－１ スギ薬局 鏡島店
岐阜県岐阜市鷺山中洙１５５１ スギ薬局 鷺山店
岐阜県岐阜市清本町１－４８ スギ薬局 清本町店
岐阜県岐阜市中鶉３－５０－１ スギ薬局 中鶉店



岐阜県の店舗②

店舗住所 取組販売店名 店舗名

岐阜県岐阜市島栄町１－４５－４ スギ薬局 忠節店
岐阜県岐阜市琴塚２－８－８ スギ薬局 長森店
岐阜県岐阜市八代１－６－２０ スギ薬局 長良店
岐阜県岐阜市鶴田町２-１-１ スギ薬局 鶴田店
岐阜県岐阜市北島７－３－８ スギ薬局 島店
岐阜県岐阜市又丸村中４７－１ スギ薬局 又丸店
岐阜県岐阜市折立北浦２３８－１ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ岐大前店
岐阜県岐阜市金屋町１－２０ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ岐阜金屋店
岐阜県岐阜市菅生８－６－１７ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ岐阜島南店
岐阜県岐阜市今嶺１－２８－１５ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ今嶺店
岐阜県岐阜市又丸３０－１ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ又丸店
岐阜県岐阜市領下５－５８ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ領下店
岐阜県岐阜市茜部中島１－２４ 中部薬品 茜部店
岐阜県岐阜市茜部寺屋敷２－６１ 中部薬品 茜部南店
岐阜県岐阜市芥見南山２－６－１１ 中部薬品 芥見店
岐阜県岐阜市三田洞８８９－１ 中部薬品 三田洞店
岐阜県岐阜市則武東２－１５－１２ 中部薬品 則武中央店
岐阜県岐阜市長良３－２４５ 中部薬品 長良真福寺店
岐阜県岐阜市北一色６－２０－２６ 中部薬品 北一色店
岐阜県郡上市大和町徳永字下西田８１７－１ 中部薬品 大和店
岐阜県郡上市白鳥町白鳥藤五郎２８－２ 中部薬品 白鳥中央店
岐阜県恵那市長島町中野１－２－３ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ恵那店
岐阜県高山市岡本町１－１０１ スギ薬局 高山駅西店
岐阜県高山市初田町３－４５ スギ薬局 高山中央店
岐阜県高山市石浦町２－４２５ スギ薬局 高山南店
岐阜県高山市天満町１－５－８フレスポ高山内 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞﾌﾚｽﾎﾟ高山店
岐阜県高山市石浦町２－１８８ 中部薬品 高山南店
岐阜県山県市高富２３６７ クスリのアオキ 高富店
岐阜県瑞穂市牛牧４８８－１ クスリのアオキ 牛牧店
岐阜県瑞穂市野白新田４３－３ クスリのアオキ 穂積店
岐阜県瑞穂市別府８７８－１ スギ薬局 穂積駅西店
岐阜県瑞穂市稲里字中通６８１ スギ薬局 穂積店
岐阜県瑞穂市十九条字鳥居前２５０－１ 中部薬品 穂積西店
岐阜県瑞浪市益見町３－４１ 中部薬品 瑞浪中央店
岐阜県多治見市住吉町１－１－１ スギ薬局 多治見店
岐阜県多治見市三笠町１－８－１ スギ薬局 多治見南店
岐阜県多治見市笠原町２４５５－５４ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ笠原店
岐阜県大垣市東町１－７－１ クスリのアオキ あずま店
岐阜県大垣市大井２－４７－１ クスリのアオキ 大井店
岐阜県大垣市丸の内１－１８ クスリのアオキ 大垣丸の内店
岐阜県大垣市中野町３－３６ クスリのアオキ 中野店
岐阜県大垣市長松町８４８－１０ クスリのアオキ 長松店
岐阜県大垣市荒川町字森元４１７番１ スギ薬局 荒川店
岐阜県大垣市中野町３－４ スギ薬局 中野店
岐阜県大垣市寺内町４－８７－１ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ寺内店
岐阜県大垣市桧町８１１－１ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ大垣西店
岐阜県大垣市墨俣町墨俣１０９８－１ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ墨俣店
岐阜県中津川市付知町１０９４０－１ 中部薬品 付知店
岐阜県土岐市土岐口南町２－１１ スギ薬局 土岐店
岐阜県土岐市妻木町大沼１６５０－２ 中部薬品 南土岐薬局
岐阜県飛騨市古川町高野朝開２５１－４ 中部薬品 古川店
岐阜県飛騨市神岡町東町５２７－１ 中部薬品 神岡店
岐阜県美濃加茂市川合町４－２－１０ クスリのアオキ 川合店
岐阜県美濃加茂市古井町下古井字神明堂２７４７－６ スギ薬局 美濃加茂店
岐阜県美濃加茂市太田町３４０ 中部薬品 美濃加茂西店
岐阜県美濃加茂市川合町２－５－７ 中部薬品 美濃加茂東店
岐阜県美濃市松栄町４－５１ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ松森店
岐阜県不破郡垂井町２３４３ クスリのアオキ 垂井店
岐阜県不破郡関ケ原町関ケ原２５７２－１ スギ薬局 関ｹ原店
岐阜県不破郡垂井町追分２２８６－１ スギ薬局 垂井店
岐阜県本巣郡北方町高屋伊勢田１－６ クスリのアオキ 北方高屋店
岐阜県本巣郡北方町長谷川１－４７－１ クスリのアオキ 北方中央店
岐阜県本巣郡北方町加茂１－６ 中部薬品 北方中央店
岐阜県本巣市三橋１－４０ スギ薬局 本巣糸貫店
岐阜県揖斐郡池田町本郷１３８１－４ クスリのアオキ 池田店
岐阜県養老郡養老町石畑１１６１－２ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ養老店


