
中国地方の店舗※島根県に対象の店舗はございません。

鳥取県の店舗

店舗住所 店名 店舗名

鳥取県鳥取市薬師町５１ マルイ 薬師町店

岡山県の店舗

店舗住所 店名 店舗名

岡山県岡山市中区浜３－６－１２ ププレひまわり 浜店
岡山県真庭市久世２９３５－１ ダイレックス 久世店
岡山県倉敷市新倉敷駅前４－１０２ ププレひまわり 新倉敷店
岡山県倉敷市中畝９－４－４２ ププレひまわり 中畝店

広島県の店舗

店舗住所 店名 店舗名

広島県安芸郡府中町桃山２－１－２５ 岩崎宏健堂 広島府中南店
広島県呉市広古新開７－２５－７ ププレひまわり 広店
広島県広島市中区白島中町１４－２９ フジ（松山） 白島店
広島県広島市安佐南区緑井１－５－２ フジ（松山） 緑井店
広島県福山市松永町６－７－３ ププレひまわり 松永店

山口県の店舗

店舗住所 店名 店舗名

山口県下関市生野町２－２９－５ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 下関生野店
山口県下関市豊浦町川棚６９３３－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 川棚店
山口県下関市彦島迫町３－１２－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 彦島店
山口県下関市新椋野３－１－１０ サンキュードラッグ 新椋野店
山口県光市小周防１６５０－１ 岩崎宏健堂 光小周防店
山口県山口市吉敷４２４０ 岩崎宏健堂 維新公園店
山口県周南市大神３－５－３４ 岩崎宏健堂 永源山公園店
山口県周南市秋月１－３－２４ 岩崎宏健堂 徳山秋月店



四国地方の店舗※香川県、徳島県に対象の店舗はございません。

愛媛県の店舗

店舗住所 店名 店舗名

愛媛県伊予郡松前町筒井８５０エミフルＭＡＳＡＫＩ内 フジ（松山） ｴﾐﾌﾙMASAKI
愛媛県四国中央市妻鳥町上樋ノ上１７９５-１ ｲｵﾝ 川之江店
愛媛県東温市野田３－１－１３ フジ（松山） 重信店
愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城７９１－１ エースワン 愛南店
愛媛県八幡浜市江戸岡１－４－２ 富士薬品 八幡浜江戸岡店

高知県の店舗

店舗住所 店名 店舗名

高知県安芸郡田野町１７９５－１ ﾂﾙﾊ 田野店
高知県安芸市矢ノ丸３－４－３４ よどやドラッグ 安芸駅前店
高知県香南市赤岡町１９３０－１ エースワン A－MAX赤岡店
高知県高岡郡四万十町東町２－７ ﾂﾙﾊ 窪川店
高知県高岡郡四万十町古市町５６－２ よどやドラッグ 窪川店
高知県高知市薊野北町１－８－４５ ﾂﾙﾊ 薊野店
高知県高知市八反町１－４－２８ よどやドラッグ 城北
高知県高知市石立町９４－３ よどやドラッグ 石立
高知県高知市六泉寺町２３１－１ 富士薬品 セイムス六泉寺店
高知県南国市日吉町２－２－５ ﾂﾙﾊ 後免店
高知県南国市大そね甲１８７４－１ よどやドラッグ 南国店



九州・沖縄地方の店舗

福岡県の店舗

店舗住所 店名 店舗名

福岡県遠賀郡岡垣町野間２－１６－１２ サンキュードラッグ 岡垣薬局
福岡県嘉麻市上山田１０７２－３ くすりのコーエイ 上山田店
福岡県久留米市国分町１０１４－３ イレブン 久留米国分
福岡県宮若市本城芥田１１２４－１ 新生堂薬局 宮田店
福岡県京都郡苅田町南原１６１２ くすりのコーエイ 苅田店
福岡県糸島市高田５－２３－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 前原高田店
福岡県糸島市波多江駅南１－６－１５ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 波多江店
福岡県宗像市野坂２６５２－１ 新生堂薬局 宗像店
福岡県春日市昇町２－６７ 新生堂薬局 昇町店
福岡県糟屋郡新宮町美咲２－１－４１ イレブン 新宮本店
福岡県糟屋郡篠栗町尾仲６６－１ 新生堂薬局 篠栗店
福岡県太宰府市五条３－４－４３ 新生堂薬局 五条店
福岡県大牟田市不知火町３－３－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 大牟田不知火店
福岡県大野城市御笠川４－１３－２６ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 御笠川店
福岡県筑紫郡那珂川町片縄西４－４－３６ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 那珂川店
福岡県筑紫野市二日市南３－８－１ 大賀薬局 二日市店
福岡県中間市東中間２－２－１３ 新生堂薬局 東中間店
福岡県直方市知古７８８－１ 新生堂薬局 知古店
福岡県田川郡川崎町田原１１１１ くすりのコーエイ 川崎店
福岡県田川市川宮１７１６ くすりのコーエイ メルクス田川店
福岡県田川市伊田４４５６－１ くすりのコーエイ 伊田店
福岡県田川市川宮１０４５－１ くすりのコーエイ 川宮店
福岡県飯塚市津島２８１－６４ ケンコーコム 福岡物流センター
福岡県飯塚市有安９５８ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 九州物流ｾﾝﾀｰ
福岡県福岡市早良区原６－２３－２５ イレブン イレブン原店
福岡県福岡市早良区昭代３－７－９ イレブン 高取店
福岡県福岡市東区千早１－２７５２－２１１ イレブン 千早店
福岡県福岡市博多区板付４－２－２３ イレブン 板付店
福岡県福岡市西区野方１－２１－１３ イレブン 野方店
福岡県福岡市早良区荒江３－３１－２５ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 荒江店
福岡県福岡市城南区金山団地５０－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 七隈店
福岡県福岡市西区周船寺１－１８－３２ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 周船寺店
福岡県福岡市早良区田村４－７－２５ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 田村店
福岡県福岡市早良区高取１－１－２２－１Ｆ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 藤崎店
福岡県福岡市南区西長住３－２２－１１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 桧原店
福岡県福岡市東区舞松原１－１４－８１舞ショップタウン内 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 舞松原店
福岡県福岡市南区市崎１－１－２０ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 平尾店
福岡県福岡市西区内浜１－７－１５ウエストコート姪浜内 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 姪浜店
福岡県福岡市西区今宿町７９－１ ルミエール 今宿店
福岡県福岡市中央区港２－９－９ 新生堂薬局 港店
福岡県福岡市早良区南庄５－１１－１５ 新生堂薬局 室見店
福岡県福岡市南区大橋４－２４－１７ 新生堂薬局 南大橋店
福岡県北九州市小倉南区守恒１－１１－２５サンリブもりつね店内 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝもりつね店
福岡県北九州市小倉北区井堀３－２－２ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 井堀店
福岡県北九州市小倉北区浅野１－１－１アミュプラザ小倉Ｂ１Ｆ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 小倉駅店
福岡県北九州市八幡西区光明２－１１－１６ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 折尾店
福岡県北九州市八幡西区字永犬丸１４５８－１ 新生堂薬局 永犬丸店
福岡県柳川市三橋町藤吉５１３－１ 新生堂薬局 柳川駅前店



佐賀県の店舗

店舗住所 店名 店舗名

佐賀県佐賀市多布施１－６－５０ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 多布施店
佐賀県三養基郡上峰町坊所字七本谷１５８１－２ トライアル西日本 上峰店
佐賀県唐津市原１４２１ トライアル西日本 唐津中原店

長崎県の店舗

店舗住所 店名 店舗名

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触９３６ ダイレックス 壱岐店
長崎県佐世保市早岐１－１６－１０ イレブン 早岐店
長崎県佐世保市大和町３８８－５ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 佐世保大和店
長崎県佐世保市上相浦町１－６ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 相浦店
長崎県佐世保市日野町８８８－１ララプレイス佐世保内 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 日野店
長崎県西海市西彼町小迎郷１０３６－１ マツキヨ 西海店
長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷２００４－１８ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 長与店
長崎県長崎市滑石５－１－２２滑石総合ショッピングセンター１Ｆ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 滑石店
長崎県長崎市琴海村松町７３８ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 琴海店
長崎県長崎市三芳町１１－６ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 三芳町店
長崎県長崎市滑石２－８－１３ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 葉山店
長崎県諫早市小豆崎町１９９ ダイレックス 東諌早店

熊本県の店舗

店舗住所 店名 店舗名

熊本県宇土市南段原町字南20-1 アレス 宇土
熊本県菊池郡菊陽町花立３－９－１ アレス ｽｰﾊﾟｰｷｯﾄﾞ新地店
熊本県熊本市西区城山下代２－６－１５ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 熊本城山店
熊本県熊本市東区八反田２－１２－７ ダイレックス 八反田店
熊本県熊本市東区尾ノ上２－３－２８ 新生堂薬局 尾ﾉ上店
熊本県合志市須屋上の原１９３６－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 菊南店
熊本県合志市須屋字みずき台３５４７ シモカワドラッグ みずき台店

大分県の店舗

店舗住所 店名 店舗名

大分県大分市新春日町２－３－９ イレブン 新春日店
大分県大分市森町５９２ イレブン 森店
大分県大分市明野北５－１５－１６サンリブ明野店内 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 明野店
大分県大分市西大道１－１－９ トライアル西日本 大道店
大分県中津市万田２７９－１ くすりのコーエイ 万田店
大分県由布市挾間町医大ケ丘３－１２３３－２ イレブン 大分医大前店



宮崎県の店舗

店舗住所 店名 店舗名

宮崎県小林市堤字西ノ原２９０７－１ トライアル西日本 ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ小林店

鹿児島県の店舗

店舗住所 店名 店舗名

鹿児島県いちき串木野市東塩田町１９０ イレブン 串木野店
鹿児島県姶良市平松４７４７－２ イレブン 姶良平松
鹿児島県奄美市名瀬朝仁新町２９－４ イレブン 奄美朝仁店
鹿児島県奄美市名瀬塩浜町４－１３ マツキヨ 塩浜店
鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田８２６－１６７ イレブン 屋久島店
鹿児島県薩摩川内市隈之城町３８－１ イレブン 隈之城店
鹿児島県薩摩川内市勝目町４１２０ ダイレックス 隈之城店
鹿児島県鹿屋市札元２－３６７５－８ イレブン 鹿屋ﾊﾞｲﾊﾟｽ店
鹿児島県鹿児島市東開町７ ｲｵﾝ 鹿児島店
鹿児島県鹿児島市伊敷６－１７－１ イレブン 伊識梅ｹ渕店
鹿児島県鹿児島市下荒田１－２－３１ イレブン 下荒田店
鹿児島県鹿児島市喜入町６００６ イレブン 喜入
鹿児島県鹿児島市春山町１９０８－１ イレブン 松元店
鹿児島県鹿児島市上荒田町３９－３０マックスバリュ上荒田店内 イレブン 上荒田店
鹿児島県西之表市西之表１０４４０－１コスモタウン内 マツキヨ ｺｽﾓﾀｳﾝ種子島店
鹿児島県南さつま市加世田地頭所６２６－２ イレブン 加世田店
鹿児島県霧島市国分広瀬２－４－１ マツキヨ ﾌﾚｽﾎﾟ国分店

沖縄県の店舗

店舗住所 店名 店舗名

沖縄県南城市大里仲間１１３４－２ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 大里店


