
茨城県の店舗

店舗住所 店名 店舗名

茨城県つくば市二の宮３－１５－１０ ウエルシア薬局 つくば学園二の宮店
茨城県つくば市並木３－１５－１ ウエルシア薬局 つくば学園並木店
茨城県つくば市島名福田坪土地区画整理地Ｂ４８街区 ウエルシア薬局 万博記念公園店
茨城県ひたちなか市堂端２－１－４ ウエルシア薬局 ひたちなか堂端店
茨城県ひたちなか市釈迦町７０３６ ウエルシア薬局 那珂湊店
茨城県ひたちなか市市毛９５３－７ ﾂﾙﾊ ひたちなか市毛店
茨城県ひたちなか市中根３３２５－１３ ﾂﾙﾊ ひたちなか昭和通り店
茨城県稲敷郡阿見町岡崎３－８－１ ウエルシア薬局 阿見岡崎店
茨城県笠間市旭町３９７－１ ﾂﾙﾊ 友部店
茨城県古河市下辺見２７１５ ウエルシア薬局 古河総和店
茨城県古河市坂間２２６－１ クスリのアオキ 坂間店
茨城県鹿嶋市宮中東山２８９－１ ウエルシア薬局 鹿嶋ﾌﾟﾗｻﾞ店
茨城県小美玉市野田字御用山３５４ ﾂﾙﾊ 茨城小川店
茨城県常陸太田市中城町２９９２－１ ウエルシア薬局 常陸太田中城店
茨城県神栖市知手中央６－６－１９ ウエルシア薬局 神栖知手中央店
茨城県水戸市元吉田町１５７０－８ ウエルシア薬局 水戸元吉田店
茨城県水戸市平須町１８２０－６１ ウエルシア薬局 水戸平須店
茨城県水戸市三の丸３－１２－２１ ﾂﾙﾊ 水戸三の丸店
茨城県水戸市姫子２－３０ヨークタウン赤塚内 ﾂﾙﾊ 水戸赤塚店
茨城県水戸市千波町２３１３ ﾂﾙﾊ 水戸千波西店
茨城県水戸市堀町９５７－１ ﾂﾙﾊ 水戸堀町店
茨城県石岡市東光台４－１１－２２ ウエルシア薬局 石岡東光台店
茨城県東茨城郡茨城町桜の郷３２９４－６ ﾂﾙﾊ 茨城桜の郷店
茨城県東茨城郡城里町那珂西１４１３ ﾂﾙﾊ 城里店
茨城県那珂郡東海村村松北１－１－２４ ﾂﾙﾊ 東海店
茨城県日立市大みか町３－２４－１ ﾂﾙﾊ 日立大みか店
茨城県龍ケ崎市寺後３４９３－１ クスリのアオキ 寺後店

栃木県の店舗

店舗住所 店名 店舗名

栃木県宇都宮市東宿郷６－９－１７ ﾂﾙﾊ 宇都宮東宿郷店
栃木県宇都宮市平松本町１１３９－１ ﾂﾙﾊ 宇都宮平松本町店
栃木県宇都宮市野沢町５３－１ ﾂﾙﾊ 宇都宮野沢店
栃木県下都賀郡野木町丸林６７６－９ クスリのアオキ 丸林店
栃木県佐野市大橋町２０８２－５ クスリのアオキ 大橋店
栃木県佐野市田沼町１８０３－４ クスリのアオキ 田沼店
栃木県鹿沼市東町２－２－４１ クスリのアオキ 東町店
栃木県真岡市下高間木２－１２－３ ウエルシア薬局 真岡高間木店
栃木県真岡市下高間木２－１１－１ クスリのアオキ 下高間木店
栃木県真岡市東光寺３－１７－３ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 真岡東光寺店
栃木県足利市新山町２２５９－５ クスリのアオキ 新山店
栃木県足利市大町５３１－１ クスリのアオキ 大町店
栃木県足利市山川町７０５－１ ｾｷ薬品 山川町店
栃木県足利市山川町３７－７ マルエドラッグ 山川店
栃木県足利市八幡町６００－１ マルエドラッグ 八幡店
栃木県栃木市倭町８－２３ クスリのアオキ 倭町店



群馬県の店舗①

店舗住所 店名 店舗名

群馬県みどり市笠懸町久宮１２７－４ クスリのアオキ 笠懸店
群馬県みどり市大間々町桐原４０－２６ クスリのアオキ 桐原店
群馬県みどり市大間々町大間々３８３－２ クスリのアオキ 大間々店
群馬県安中市郷原２３９－４ マルエドラッグ 安中郷原店
群馬県安中市原市５８７－６ マルエドラッグ 安中杉並木店
群馬県伊勢崎市境栄７９３ クスリのアオキ 伊勢崎境店
群馬県伊勢崎市昭和町３８１２ クスリのアオキ 伊勢崎昭和町店
群馬県伊勢崎市富塚町３００－７ クスリのアオキ 伊勢崎富塚店
群馬県伊勢崎市宮子町３４６９－１９ クスリのアオキ 宮子店
群馬県伊勢崎市今泉町１－１２０４ クスリのアオキ 今泉店
群馬県伊勢崎市西田町６７－１ クスリのアオキ 寿店
群馬県伊勢崎市中町６９２ クスリのアオキ 中町店
群馬県伊勢崎市田部井町２－５３４－１ クスリのアオキ 田部井店
群馬県伊勢崎市南千木町２５６２－１ クスリのアオキ 南千木店
群馬県伊勢崎市連取町１６６７－１ クスリのアオキ 連取店
群馬県伊勢崎市南千木町２４４２ マルエドラッグ 伊勢崎南千木店
群馬県伊勢崎市富塚町２２０－１ マルエドラッグ 伊勢崎富塚店
群馬県伊勢崎市宮子町３４１２－６ マルエドラッグ 宮子
群馬県伊勢崎市田部井町２－４７９ マルエドラッグ 田部井店
群馬県伊勢崎市韮塚町１１９５－１ マルエドラッグ 韮塚店
群馬県館林市栄町１１－１９ クスリのアオキ 館林栄町店
群馬県館林市瀬戸谷町２２８１－１ クスリのアオキ 瀬戸谷店
群馬県館林市美園町４－４ クスリのアオキ 美園店
群馬県桐生市相生町２－７０９－２ クスリのアオキ 相生店
群馬県桐生市東１－６－２８ マルエドラッグ 桐生東店
群馬県桐生市新里町小林２３３－２ マルエドラッグ 新里店
群馬県吾妻郡東吾妻町原町９３９－１ マルエドラッグ 東吾妻原町店
群馬県高崎市上佐野町６７４－１ クスリのアオキ 上佐野店
群馬県高崎市上並榎町４０－２ クスリのアオキ 上並榎店
群馬県高崎市新町１８０３ クスリのアオキ 新町店
群馬県高崎市中泉町６０９－７ クスリのアオキ 中泉店
群馬県高崎市飯塚町７２３－１ クスリのアオキ 飯塚店
群馬県高崎市箕郷町上芝６０５－１ クスリのアオキ 箕郷店
群馬県高崎市高関町３０３－１ヤオコー高崎高関店Ｂ棟内 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 高崎高関店
群馬県高崎市金古町４４７－１ マルエドラッグ 群馬町店
群馬県高崎市寺尾町５５８－１ マルエドラッグ 高崎寺尾店
群馬県高崎市小八木町２０３５－２ マルエドラッグ 高崎小八木店
群馬県高崎市新町２１４０－１９ マルエドラッグ 高崎新町店
群馬県高崎市新保町２１－１ マルエドラッグ 高崎新保店
群馬県高崎市菅谷町２０－９９１ マルエドラッグ 高崎菅谷店
群馬県高崎市箕郷町上芝１８３ マルエドラッグ 高崎箕郷店
群馬県高崎市中里見町６８ マルエドラッグ 榛名町店
群馬県高崎市倉賀野町４４３－２ マルエドラッグ 倉賀野
群馬県高崎市飯塚町４０１－２ マルエドラッグ 飯塚
群馬県高崎市並榎町７０ マルエドラッグ 並榎店
群馬県佐波郡玉村町板井１２２５－１ マルエドラッグ 玉村坂井
群馬県佐波郡玉村町飯塚３０５－１ 一般店／金石衛材 ｶﾈｲｼｴｲｻﾞｲｲｲﾂﾞｶﾌﾞﾂﾘｭｳｾﾝﾀｰ
群馬県渋川市渋川１３０７－１ クスリのアオキ 渋川店
群馬県渋川市吹屋６６０－５１ マルエドラッグ 渋川子持店
群馬県渋川市石原９２９－１ マルエドラッグ 渋川石原店
群馬県沼田市高橋場町３０４－１４ クスリのアオキ 高橋場店
群馬県沼田市上原町１６０５－４ クスリのアオキ 上原店



群馬県の店舗②

店舗住所 店名 店舗名

群馬県前橋市荒牧町１－２４－１ ウエルシア薬局 前橋荒牧店
群馬県前橋市江田町６０２－１ クスリのアオキ 江田店
群馬県前橋市高井町１－３５－６４ クスリのアオキ 高井店
群馬県前橋市城東町３－２１－７ クスリのアオキ 城東店
群馬県前橋市総社町２－１３－１９ クスリのアオキ 総社店
群馬県前橋市天川大島町２４０－１ クスリのアオキ 天川大島店
群馬県前橋市南町１－１７－２３ クスリのアオキ 南町店
群馬県前橋市川原町２－４－１１ マルエドラッグ 川原店
群馬県前橋市元総社町１８５０ マルエドラッグ 前橋元総社蒼海店
群馬県前橋市朝倉町１６１－１ マルエドラッグ 前橋朝倉店
群馬県前橋市朝日町１－２６－７ マルエドラッグ 前橋朝日町店
群馬県前橋市堀越町３４６－１ マルエドラッグ 大胡店
群馬県前橋市箱田町２３－１ マルエドラッグ 箱田店
群馬県前橋市文京町２－２０－４３ マルエドラッグ 文京
群馬県前橋市六供町６５３－２ マルエドラッグ 六供店
群馬県多野郡吉井町８－２－１３ マルエドラッグ 吉井
群馬県太田市石原町８１ ｲｵﾝ 太田店
群馬県太田市下浜田町４８２－１０ クスリのアオキ 下浜田店
群馬県太田市新田木崎町５３０－２ クスリのアオキ 新田木崎店
群馬県太田市新島町９８１－４ クスリのアオキ 新島店
群馬県太田市鳥山上町１５０８－４ クスリのアオキ 鳥山店
群馬県太田市東長岡町１８７４－１ クスリのアオキ 東長岡店
群馬県太田市東矢島町１３２９－１ クスリのアオキ 東矢島店
群馬県太田市藤阿久町７４６－４ クスリのアオキ 藤阿久店
群馬県太田市大原町１６６１－４ マルエドラッグ 太田大原店
群馬県太田市南矢島町７１３ マルエドラッグ 太田南矢島店
群馬県太田市鳥山上町１５３０－３ マルエドラッグ 鳥山店
群馬県太田市内ケ島町２００３ マルエドラッグ 内ケ島店
群馬県藤岡市森４８５ クスリのアオキ 藤岡森店
群馬県藤岡市藤岡９９６－１ クスリのアオキ 藤岡店
群馬県藤岡市鬼石８４６－１ マルエドラッグ 鬼石店
群馬県藤岡市藤岡１１６－１ マルエドラッグ 藤岡中央店
群馬県富岡市七日市１４００－１ クスリのアオキ 七日市店
群馬県富岡市富岡１３４６－６ クスリのアオキ 富岡店
群馬県富岡市一ノ宮１６８３ マルエドラッグ 富岡一ノ宮店
群馬県北群馬郡吉岡町下野田１２７９ クスリのアオキ 吉岡店
群馬県北群馬郡吉岡町大久保８９１－１フォリオ吉岡ショッピング マルエドラッグ 吉岡店
群馬県北群馬郡吉岡町上野田１０５２－２ マルエドラッグ 吉岡野田宿店
群馬県北群馬郡榛東村新井２２２２－１ マルエドラッグ 榛東店
群馬県邑楽郡大泉町吉田３０８９ クスリのアオキ 大泉吉田店
群馬県邑楽郡大泉町朝日３－１－８ クスリのアオキ 大泉朝日店



埼玉県の店舗①

店舗住所 店名 店舗名

埼玉県さいたま市見沼区春岡１－１６－１ ウエルシア薬局 さいたま深作店
埼玉県さいたま市見沼区南中野８０１－１ ウエルシア薬局 さいたま南中野店
埼玉県さいたま市浦和区木崎１－７－２７ ウエルシア薬局 浦和木崎店
埼玉県さいたま市岩槻区西町５－５９４５ ウエルシア薬局 岩槻西町店
埼玉県さいたま市南区円正寺新田２３５ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 浦和円正寺店
埼玉県さいたま市南区文蔵２－２－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 南浦和西口店
埼玉県さいたま市西区指扇４１６－１ ｾｷ薬品 指扇店
埼玉県さいたま市中央区鈴谷６－６－１６ ｾｷ薬品 与野鈴谷店
埼玉県ふじみ野市ふじみ野１－２－１ ｲｵﾝ 大井店
埼玉県ふじみ野市鶴ケ舞２－２－１７ ｾｷ薬品 鶴ｹ舞店
埼玉県越谷市弥十郎６７８－１ ｾｷ薬品 弥十郎店
埼玉県桶川市坂田東２－８－１３ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 桶川坂田店
埼玉県加須市上三俣６６４ ｾｷ薬品 加須店
埼玉県吉川市平沼１６０３－２ ｾｷ薬品 平沼店
埼玉県久喜市栗橋中央１－５－１３ クスリのアオキ 栗橋中央店
埼玉県久喜市鷲宮４－６－１０ ｾｷ薬品 新鷲宮店
埼玉県熊谷市銀座５－９－１ クスリのアオキ 熊谷銀座店
埼玉県熊谷市籠原南１－１８４－２ クスリのアオキ 籠原南店
埼玉県熊谷市円光１－１４－７ ｾｷ薬品 熊谷円光店
埼玉県戸田市本町４－１３－５ ｾｷ薬品 戸田公園店
埼玉県幸手市北１－１－３５ クスリのアオキ 幸手北店
埼玉県幸手市緑台１丁目２６－２７ ｾｷ薬品 幸手店
埼玉県行田市佐間２－９－４０ クスリのアオキ 行田佐間店
埼玉県行田市長野１８８１－１ クスリのアオキ 行田長野店
埼玉県行田市持田３－１８０５－４ マルエドラッグ 行田持田店
埼玉県行田市藤原町２－１－４ マルエドラッグ 行田藤原店
埼玉県児玉郡上里町七本木１９０４－１ クスリのアオキ 七本木店
埼玉県児玉郡上里町神保原町２２０９－３ マルエドラッグ 上里店
埼玉県春日部市栄町３－８７ クスリのアオキ 春日部栄町店
埼玉県春日部市中央３－１１－２ ｾｷ薬品 春日部中央店
埼玉県春日部市米島１１８６－５９ ｾｷ薬品 春日部米島店
埼玉県春日部市藤塚１３３８ ｾｷ薬品 藤の牛島店
埼玉県春日部市米島字原１０００－１ ｾｷ薬品 南桜井店
埼玉県所沢市東所沢１－１４－７ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 所沢中央店
埼玉県所沢市北原町１４０４ スギ薬局 所沢北原店
埼玉県所沢市小手指町１－３３－１９ ｾｷ薬品 小手指町店
埼玉県新座市野火止６－１６－１３ ウエルシア薬局 新座野火止店
埼玉県新座市野火止８－１７－２８ ｾｷ薬品 野火止店
埼玉県深谷市岡中央土地区画整理事業地内５１街区２６ クスリのアオキ 岡部店
埼玉県深谷市荒川１６９ クスリのアオキ 花園ｲﾝﾀｰ店
埼玉県深谷市国済寺４８７－７ クスリのアオキ 国済寺店
埼玉県深谷市上柴町東３－５－３ クスリのアオキ 上柴東店
埼玉県深谷市上野台２３９１－３ クスリのアオキ 上野台店
埼玉県深谷市田谷１０１－１ クスリのアオキ 田谷店
埼玉県川越市小仙波６９４－８ ウエルシア薬局 川越小仙波店
埼玉県川越市砂新田９３ ｾｷ薬品 新河岸店
埼玉県川越市並木８５４－６ ｾｷ薬品 南古谷店
埼玉県川口市東川口４－２１－６ ウエルシア薬局 東川口店
埼玉県草加市原町３－１４－４１ ウエルシア薬局 草加原町店
埼玉県草加市柳島町６４５－３ ウエルシア薬局 草加柳島店
埼玉県大里郡花園町荒川４４０ ウエルシア薬局 花園店



埼玉県の店舗②

店舗住所 店名 店舗名

埼玉県秩父市下影森１１９８ クスリのアオキ 下影森店
埼玉県朝霞市根岸台５－５－３ ウエルシア薬局 朝霞駅東口店
埼玉県鶴ケ島市富士見２－３－１ ｾｷ薬品 若葉店
埼玉県鶴ケ島市藤金８９７－５ ｾｷ薬品 藤金店
埼玉県南埼玉郡宮代町本田５－５－１９ クスリのアオキ 宮代店
埼玉県入間郡三芳町藤久保２０１－１ ｾｷ薬品 藤久保店
埼玉県入間市上藤沢４６２-１ ｲｵﾝ 入間店
埼玉県入間市上藤沢４５０－１ ｾｷ薬品 上藤沢店
埼玉県入間市下藤沢７５３－１ ｾｷ薬品 武蔵藤沢店
埼玉県白岡市新白岡５－１２－２ クスリのアオキ 新白岡店
埼玉県富士見市鶴馬３５３９ ｴﾌｹｲ(ﾄﾞﾗｯｸﾞｴｰｽ) 鶴瀬西口店
埼玉県富士見市羽沢３－２７－２ ｴﾌｹｲ(ﾄﾞﾗｯｸﾞｴｰｽ) 富士見諏訪店
埼玉県北葛飾郡松伏町松伏２４６８ ｾｷ薬品 新松伏店
埼玉県北本市中丸２－３ ウエルシア薬局 北本中丸店
埼玉県北本市二ツ家１－３５３－２ クスリのアオキ 二ﾂ家店
埼玉県本庄市けや木３－１９－１４ クスリのアオキ けや木店
埼玉県本庄市児玉町児玉３１８－１ クスリのアオキ 児玉店

千葉県の店舗

店舗住所 店名 店舗名

千葉県館山市八幡５４５-１ ｲｵﾝ 館山店
千葉県君津市外箕輪４－１－２２ ウエルシア薬局 君津外箕輪店
千葉県佐倉市西ユーカリが丘６－１２－３イオンスタイルユーカリ ｲｵﾝ ﾕｰｶﾘが丘店
千葉県佐倉市寺崎北１－７－３ ウエルシア薬局 佐倉寺崎店
千葉県成田市ウイング土屋２４ ｲｵﾝ 成田店
千葉県千葉市緑区あすみが丘東２－１９－３ ウエルシア薬局 千葉土気店
千葉県船橋市夏見台２－２－６０ くすりの福太郎 夏見台2丁目店
千葉県茂原市綱島８８５－１ ﾂﾙﾊ 早野店
千葉県野田市中根３６-１ ｲｵﾝ イオンノア店



東京都の店舗

店舗住所 店名 店舗名

東京都葛飾区亀有４－２ ﾂﾙﾊ 亀有店
東京都江戸川区中央１－９－１５ くすりの福太郎 江戸川中央店
東京都江戸川区東葛西５－９－１７ くすりの福太郎 東葛西店
東京都江戸川区西小岩４－６－９ ぱぱす 西小岩店
東京都江戸川区平井５－２１－３ ぱぱす 平井駅前店
東京都江東区東雲１-９-１０ ｲｵﾝ 東雲店
東京都江東区亀戸２－３７－９ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 亀戸店
東京都足立区江北１－７－１５ ウエルシア薬局 足立江北店
東京都足立区西新井４－３２－１４ ウエルシア薬局 足立西新井店
東京都町田市成瀬４－１－３ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 成瀬店
東京都八王子市椚田町７２－１ ウエルシア薬局 八王子椚田店
東京都武蔵村山市榎１-１-３ ｲｵﾝ 武蔵村山店
東京都北区赤羽台１－５－１８ ウエルシア薬局 赤羽台店
東京都墨田区東向島４－３５－３４ くすりの福太郎 東向島店
東京都練馬区光が丘５－１－１ ｲｵﾝ ｲｵﾝ練馬店

神奈川県の店舗

店舗住所 店名 店舗名

神奈川県横須賀市平成町２－１４－１ヴィスポ横須賀１Ｆ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 横須賀店
神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３５－１ ｲｵﾝ ｲｵﾝ東戸塚店
神奈川県横浜市港北区大豆戸町９８０－１ ウエルシア薬局 横浜大豆戸店
神奈川県横浜市西区岡野２－５－１８サミットストア横浜岡野店１ ウエルシア薬局 岡野店
神奈川県横浜市戸塚区下倉田町１９０－１ ウエルシア薬局 戸塚店
神奈川県横浜市港北区樽町３－２－２８ライフガーデン綱島内 ウエルシア薬局 綱島店
神奈川県横浜市青葉区美しが丘２－１４－１－１Ｆ カメガヤ たまﾌﾟﾗｰｻﾞ駅前店
神奈川県横浜市神奈川区片倉２－２－１０ カメガヤ ﾌｨｯﾄｹｱ・ﾃﾞﾎﾟ片倉店
神奈川県横浜市神奈川区菅田町１８００ カメガヤ 菅田店
神奈川県横浜市都筑区中川１－２０－１サフェレ中川１Ｆ カメガヤ 中川店
神奈川県横浜市青葉区田奈町７６－１ カメガヤ 田奈店
神奈川県横浜市戸塚区深谷町１５００－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 戸塚深谷店
神奈川県横浜市南区大岡５－１６－６ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 上大岡店
神奈川県横浜市磯子区上中里町６７５ サカイヤ薬局 上中里店
神奈川県茅ヶ崎市浜竹３－４－４７ ウエルシア薬局 辻堂店
神奈川県川崎市宮前区菅生５－１－２２ カメガヤ ﾌｨｯﾄｹｱ・ﾃﾞﾎﾟ菅生店
神奈川県川崎市宮前区土橋２－１７－７ カメガヤ 東名川崎店
神奈川県川崎市川崎区四谷上町８－３－１Ｆ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 川崎四谷上町店
神奈川県相模原市南区上鶴間本町２－１４－１８ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 上鶴間本町店
神奈川県相模原市中央区共和３－１－１ ﾂﾙﾊ ﾂﾙﾊ淵野辺店
神奈川県相模原市南区磯部１４０７－１ ﾂﾙﾊ 磯部店
神奈川県大和市つきみ野１－６－１ ｲｵﾝ つきみ野店
神奈川県大和市渋谷４－１－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 大和渋谷店
神奈川県平塚市真田３－１６－２ ウエルシア薬局 真田店


