
三重県の店舗①

店舗住所 店名 店舗名

三重県いなべ市北勢町阿下喜３３２６ スギ薬局 北勢店
三重県安芸郡河芸町大字東千里字大橋２５５-１ スギ薬局 河芸店
三重県伊賀市平野東町１５０－３ クスリのアオキ 平野東店
三重県伊賀市平野城北町９６ スギ薬局 伊賀上野店
三重県伊勢市御薗町長屋２１３６ スギ薬局 みその店
三重県伊勢市宮後３－８－５６ スギ薬局 伊勢宮後店
三重県伊勢市小俣町相合４４５ スギ薬局 伊勢小俣店
三重県伊勢市小木町字古城４３１ スギ薬局 伊勢小木店
三重県伊勢市藤里町字六反田６０４ スギ薬局 藤里店
三重県亀山市栄町１４８８－２２３ クスリのアオキ 栄町店
三重県亀山市田村町字西谷２ スギ薬局 みずほ台店
三重県亀山市栄町１４８８－２１４ スギ薬局 亀山栄店
三重県亀山市東御幸町４２－１ スギ薬局 東御幸店
三重県久居市明神町字風早２５２２ スギ薬局 久居インターガーデン
三重県桑名市江場１３１６－１ クスリのアオキ 江場店
三重県桑名市西別所８８２ スギ薬局 桑名西別所店
三重県桑名市大福４２１－１ スギ薬局 桑名大福店
三重県桑名市矢田磧２０１－７ スギ薬局 桑名中央店
三重県桑名市大仲新田４２４ スギ薬局 七和店
三重県桑名市星川７８５サンシティ１Ｆ スギ薬局 星川店
三重県桑名市多度町香取３３８－１ スギ薬局 多度店
三重県桑名市新西方２－１４ スギ薬局 大山田店
三重県桑名市長島町松ケ島字西島９５ スギ薬局 長島店
三重県桑名市長島町押付５２９－１２ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ長島店
三重県桑名市大福字宮東３２４－１ 中部薬品 桑名中央店
三重県桑名市能部字花貝戸４９０ 東海コープ 桑名セットセンター
三重県桑名市新西方７－２２イオンタウン桑名新西方内 富士薬品 ｾｲﾑｽ桑名新西方店
三重県三重郡菰野町宿野字神明田３５７イオンタウン菰野内 ウエルシア薬局 ｲｵﾝﾀｳﾝ菰野店
三重県三重郡菰野町宿野字神明田３５７ スギ薬局 菰野店
三重県四日市市下さざらい町１２－１２ クスリのアオキ 下さざらい店
三重県四日市市河原田町１４６８－１ クスリのアオキ 河原田店
三重県四日市市山城町１００９ クスリのアオキ 四日市山城店
三重県四日市市城西町１５－３８ スギヤマ薬品 ときわ店
三重県四日市市羽津山町２－５ スギ薬局 阿倉川店
三重県四日市市久保田１－４－３１ スギ薬局 久保田店
三重県四日市市日永３－１１３６－１ スギ薬局 四日市日永店
三重県四日市市泊小柳町３－２９ スギ薬局 四日市泊小柳店
三重県四日市市泊小柳町４－５ スギ薬局 四日市泊店
三重県四日市市中川原１-３-２ スギ薬局 城西店
三重県四日市市青葉町８００－３５１ スギ薬局 青葉店
三重県四日市市下之宮町３１３－１ スギ薬局 富田店
三重県四日市市末永町８－４０ スギ薬局 末永店
三重県四日市市富田２－７－３９ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ四日市富田店
三重県四日市市野田２－１－２８ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ四日市野田店
三重県四日市市桜町６６１７－７ 中部薬品 四日市桜花台店
三重県四日市市泊山崎町９－３９ 中部薬品 四日市泊店
三重県四日市市別名１－１１－１３ 富士薬品 ｾｲﾑｽ四日市別名店
三重県志摩市阿児町鵜方２９７１－１ 富士薬品 鵜方金谷店
三重県松阪市中道町４８５ ウエルシア薬局 松坂中道町店
三重県松阪市垣鼻町８０９－２６ クスリのアオキ 垣鼻店
三重県松阪市川井町７７２－３２ クスリのアオキ 松阪川井町店
三重県松阪市中央町５７４－３ クスリのアオキ 松阪中央店
三重県松阪市垣鼻町４９１－１ぎゅーとらラブリー垣鼻店内 スギ薬局 垣鼻店
三重県松阪市嬉野中川新町４－１４５ スギ薬局 嬉野店
三重県松阪市川井町１００６－１ スギ薬局 松阪川井町店
三重県松阪市宮町字堂ノ後１３０ スギ薬局 松阪中央店
三重県松阪市田村町２３５－１アドバンスモール内 スギ薬局 松阪店
三重県松阪市内五曲町９０－１ スギ薬局 内五曲店



三重県の店舗②

店舗住所 店名 店舗名

三重県松阪市豊原町１１８２－２ 富士薬品 櫛田店
三重県松阪市船江町５５４－２ 富士薬品 松坂船江店
三重県松阪市垣鼻町１４６１－２ 富士薬品 松阪久保店
三重県松阪市久保町１４５６－４ 富士薬品 梅村学園前店
三重県多気郡明和町中村１２７１－１ブライトガーデン明和内 スギ薬局 明和店
三重県鳥羽市船津町２２８ 富士薬品 鳥羽船津店
三重県津市久居野村町８５５ クスリのアオキ 久居店
三重県津市河芸町東千里５４ クスリのアオキ 津河芸店
三重県津市芸濃町萩野字上田野３３７４－４ スギ薬局 スギ薬局芸濃店
三重県津市藤方１９２０ スギ薬局 スギ薬局藤方店
三重県津市久居新町２８６０ スギ薬局 久居新町店
三重県津市城山１－１６－３１ スギ薬局 城山店
三重県津市高茶屋小森町竹縄１４０ スギ薬局 津高茶屋店
三重県津市新町１－１０－２３ スギ薬局 津新町店
三重県津市神戸字横田２４３－１ スギ薬局 津神戸店
三重県津市栗真小川町字沢４４５ スギ薬局 白塚店
三重県津市藤方５９５－１ 富士薬品 ｾｲﾑｽ津藤方店
三重県津市一志町田尻６１２－４ 富士薬品 一志店
三重県度会郡玉城町世古４３１－８ 富士薬品 ｾｲﾑｽ玉城世古店
三重県南牟婁郡御浜町阿田和賀松６３２７－１ 富士薬品 御浜店
三重県尾鷲市末広町１０３７－１ 富士薬品 尾鷲末広店
三重県鈴鹿市算所２－７－２０ クスリのアオキ 算所店
三重県鈴鹿市寺家２－２１－１７ クスリのアオキ 寺家店
三重県鈴鹿市住吉３－２０－１ クスリのアオキ 鈴鹿住吉店
三重県鈴鹿市北玉垣町字中野８０１ スギ薬局 アクシス鈴鹿店
三重県鈴鹿市飯野寺家町８４３ スギ薬局 西条店
三重県鈴鹿市江島町１９３－１ スギ薬局 白子店
三重県鈴鹿市三日市町９７６－５ スギ薬局 鈴鹿中央通店
三重県鈴鹿市阿古曽町１４－２８ 富士薬品 平田店



滋賀県の店舗

店舗住所 店名 店舗名

滋賀県近江八幡市鷹飼町北１－８－３ キリン堂 近江八幡店
滋賀県近江八幡市鷹飼町１７９マイカルタウン２番街アクア２１－ スギ薬局 アクア２１店
滋賀県近江八幡市鷹飼町５７３ スギ薬局 近江八幡店
滋賀県近江八幡市中村町４９－１３ スギ薬局 近江八幡店
滋賀県栗東市目川１４３３ クスリのアオキ 目川店
滋賀県栗東市霊仙寺１－４－６ クスリのアオキ 霊仙寺店
滋賀県栗東市小柿３－５ ジャパン 栗東店
滋賀県犬上郡豊郷町沢２５０－１ スギ薬局 豊郷店
滋賀県湖南市石部東６－４－１０ クスリのアオキ 石部東店
滋賀県湖南市岩根３６７ スギ薬局 甲西店
滋賀県甲賀市水口町水口６０２０－１ クスリのアオキ 水口店
滋賀県甲賀市水口町泉７８５ スギ薬局 水口西店
滋賀県高島市今津町南新保４９４－１ ジャパン 今津店
滋賀県高島市新旭町新庄１００２ ジャパン 新旭店
滋賀県守山市播磨田町３０６３ キリン堂 守山播磨田店
滋賀県守山市川田町７５７－１ クスリのアオキ 川田店
滋賀県守山市吉身３－１４－３０ スギ薬局 守山店
滋賀県守山市吉身３－１６－３１ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ守山吉身店
滋賀県草津市平井５－１７－１３ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 平井店
滋賀県草津市木川町３４４－１ スギ薬局 草津店
滋賀県草津市矢倉２－７－３１ スギ薬局 南草津店
滋賀県大津市本堅田５－１１－１１ キリン堂 堅田店
滋賀県大津市際川４－１０－３１ クスリのアオキ 際川店
滋賀県大津市比叡辻２－８－５ クスリのアオキ 比叡辻店
滋賀県大津市見世２－１９－５５ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 唐崎店
滋賀県大津市真野５－３６－１７ ジャパン 真野店
滋賀県大津市衣川１－３７－２ スギ薬局 衣川店
滋賀県大津市今堅田２－１２－２ スギ薬局 堅田店
滋賀県大津市今堅田２－２３－１７ スギ薬局 堅田東店
滋賀県大津市神領２－６１８ スギ薬局 神領店
滋賀県大津市大萱１－７－１７ スギ薬局 瀬田店
滋賀県大津市栄町６－２５ スギ薬局 石山店
滋賀県大津市皇子が丘２－８－５ スギ薬局 大津京駅前店
滋賀県大津市富士見台３－１ スギ薬局 大津富士見台店
滋賀県大津市大将軍１－２－１５ 一般店／ﾊﾟﾙﾀｯｸ中部/RDC中部 ﾁｭｳﾌﾞﾔｸﾋﾝﾌﾞｲﾄﾞﾗｯｸﾞﾀｲｼｮｳｸﾞﾝﾃﾝ
滋賀県長浜市宮司町６７７ クスリのアオキ 宮司店
滋賀県長浜市高田町１１－３３ スギ薬局 高田店
滋賀県長浜市高月町東物部１２４－１ スギ薬局 滋賀高月店
滋賀県長浜市口分田町４６６ スギ薬局 長浜インター店
滋賀県長浜市分木町４－２９ スギ薬局 長浜店
滋賀県長浜市木之本町木之本五位１５７０－４平和堂内 スギ薬局 木之本店
滋賀県東近江市東沖野５－１７－１ クスリのアオキ 東沖野店
滋賀県東近江市幸町１－８ クスリのアオキ 東近江幸町店
滋賀県東近江市八日市東本町６－４８ スギ薬局 八日市店
滋賀県彦根市西今町３１４－１ クスリのアオキ 西今店
滋賀県彦根市大東町７－３０ クスリのアオキ 彦根駅前
滋賀県彦根市野良田町３１１ スギ薬局 稲枝店
滋賀県彦根市川瀬馬場町１０８０－１ スギ薬局 河瀬店
滋賀県彦根市小泉町１０６－１０ スギ薬局 南彦根店
滋賀県彦根市西今町９５２－３ スギ薬局 彦根西今店
滋賀県彦根市西沼波町２６４－１ スギ薬局 彦根東店
滋賀県米原市箕浦３６１－３ スギ薬局 近江店
滋賀県野洲市西河原１－２２３７ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 松ﾉ木薬品中主店
滋賀県野洲市小篠原１９８０－５ スギ薬局 野洲店



京都府の店舗

店舗住所 店名 店舗名

京都府綾部市西町３北大坪１９ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC ﾗｲﾌｫｰﾄ綾部店
京都府宇治市伊勢田町名木２－１－２０９フレンドマート内 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝ宇治伊勢田店
京都府宇治市小倉町春日森１０ ジャパン 宇治小倉店
京都府宇治市槇島町清水４８ベルファ宇治ショッピングセンター１ スギ薬局 ﾍﾞﾙﾌｧ宇治店
京都府宇治市宇治弐番７８－１ スギ薬局 宇治店
京都府亀岡市追分町馬場通１５－１西友亀岡店Ｂ１Ｆ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 亀岡西友店
京都府亀岡市篠町馬堀伊賀ノ辻８－５ スギ薬局 馬掘店
京都府京丹後市峰山町荒山１８６－４ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝ峰山店
京都府京丹後市峰山町長岡小字中嶋１６２９－１ ジャパン 峰山店
京都府京都市伏見区竹田久保町６１－１ キリン堂 くいな橋店
京都府京都市南区久世東土川町７８ クスリのアオキ 久世南店
京都府京都市右京区西院六反田町３３ミリオンタウン１Ｆ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 五条西小路店
京都府京都市中京区壬生西檜町８アソルティ西院１Ｆ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 壬生店
京都府京都市北区大宮南山ノ前町５ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 西賀茂店
京都府京都市右京区西京極午塚町４８ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 西京極店
京都府京都市南区西九条西柳ノ内町６ ジャパン 京都十条店
京都府京都市伏見区中島外山町１７ ジャパン 京都伏見店
京都府京都市伏見区醍醐高畑町１－３７アルプラザ醍醐店２Ｆ スギ薬局 アルプラザ醍醐店
京都府京都市中京区西ノ京円町２９－３ スギ薬局 円町店
京都府京都市左京区下鴨東森ケ前町１２－１Ｆ スギ薬局 下鴨店
京都府京都市右京区山ノ内赤山町１５ スギ薬局 山ノ内店
京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町４０－１第一ビル内 スギ薬局 山科店
京都府京都市山科区椥辻西潰２０－１阪急オアシス内 スギ薬局 山科椥辻店
京都府京都市伏見区小栗栖森本町５－３ スギ薬局 小栗栖店
京都府京都市西京区松尾木ノ曽町４７－３ スギ薬局 上桂山田口店
京都府京都市右京区常盤馬塚町１５－１ スギ薬局 常盤店
京都府京都市中京区新京極六角下ル中筋町４９０ スギ薬局 新京極店
京都府京都市下京区七条御所ノ内本町９３ スギ薬局 西大路店
京都府京都市伏見区醍醐川久保町４３ スギ薬局 醍醐店
京都府京都市中京区西ノ京小堀町１－４ スギ薬局 二条店
京都府京都市右京区梅津徳丸町２ スギ薬局 梅津店
京都府京都市右京区梅津南広町９９－１ スギ薬局 梅津南広町店
京都府城陽市久世北垣内４０ ジャパン 城陽店
京都府八幡市下奈良蜻蛉尻９－１ ジャパン 八幡店
京都府八幡市八幡中ノ山１９４－１ スギ薬局 八幡男山店
京都府舞鶴市下安久１００５ ジャパン 西舞鶴店
京都府舞鶴市森４６８ ジャパン 舞鶴店
京都府舞鶴市溝尻１５０－３５－１Ｆ 一般店／ﾊﾟﾙ近畿/京都 ｳﾁﾔﾏﾔｸﾋﾝｻｻｷﾔｯｷｮｸﾎﾝﾃﾝ
京都府舞鶴市倉梯町３０－２ 内山薬品 佐々木薬局森店
京都府舞鶴市伊佐津２００－１７ 内山薬品 佐々木薬局西舞鶴店
京都府福知山市土１ ジャパン 福知山東店
京都府木津川市梅美台８－１－５中村屋梅美台店内 スギ薬局 梅美台店
京都府与謝郡与謝野町三河内７３２ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 与謝野町店



大阪府の店舗①

店舗住所 店名 店舗名

大阪府茨木市春日３－４－１０ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 茨木春日店
大阪府茨木市耳原２－８－３１ ジャパン 茨木耳原店
大阪府茨木市鮎川４－１－１０ スギ薬局 鮎川店
大阪府茨木市駅前４－２－２８ スギ薬局 茨木駅前通り店
大阪府茨木市水尾１－１６－７ スギ薬局 茨木水尾店
大阪府茨木市上穂積２－１－４４ スギ薬局 茨木穂積店
大阪府茨木市総持寺駅前町５－３１ スギ薬局 総持寺店
大阪府貝塚市半田６０４－１ スギ薬局 貝塚半田店
大阪府岸和田市西之内町５６－４８ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 岸和田西之内店
大阪府岸和田市三田町１２－１ スギ薬局 岸和田山直店
大阪府岸和田市上松町３－５－９ スギ薬局 岸和田上松店
大阪府岸和田市上野町西１４－２５ スギ薬局 岸和田上野店
大阪府岸和田市箕土路町１－１０－３８ スギ薬局 岸和田店
大阪府高槻市浦堂２－２９－３ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 高槻浦堂店
大阪府高槻市如是町３０－１４ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 富田東店
大阪府高槻市岡本町４１－１ ジャパン 高槻岡本店
大阪府高槻市下田部町１－２９－１ ジャパン 高槻下田部店
大阪府高槻市芝生町１－１５－１９ ジャパン 高槻店
大阪府高槻市西冠２－２－１ スギ薬局 高槻西冠店
大阪府高槻市萩之庄３－４７－２ 一般店／ﾊﾟﾙ近畿/RDC近畿 ｲｵﾝﾘﾃｰﾙｲｵﾝﾀｶﾂｷﾃﾝ
大阪府堺市福田８６７ スギ薬局 堺福田店
大阪府堺市大仙西町６－１８４－３ スギ薬局 大仙店
大阪府堺市堺区戎島町２－６３－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 堺駅前店
大阪府堺市堺区東雲西町３－６－２５ スギ薬局 堺東雲店
大阪府堺市西区鳳南町１－８－４ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 鳳南店
大阪府堺市中区深井沢町３４０５ ジャパン 堺深井店
大阪府堺市中区八田北町４７５ スギ薬局 堺深井店
大阪府堺市中区大野芝町２３－１ スギ薬局 堺大野芝店
大阪府堺市東区白鷺町３－１２－４７ スギ薬局 堺白鷺店
大阪府堺市美原区北余部４７０－１ スギ薬局 堺美原店
大阪府堺市北区黒土町３００４－５ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC ﾗｲﾌｫｰﾄ長曽根店
大阪府堺市北区長曽根町３０４３－４ スギ薬局 堺長曽根店
大阪府堺市北区金岡町３０４７－３ スギ薬局 中百舌鳥店
大阪府堺市北区北花田町１－４ スギ薬局 北花田店
大阪府四條畷市蔀屋新町２－３ ジャパン 四條畷店
大阪府守口市橋波東之町４－９－５ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 橋波店
大阪府守口市北斗町２－２ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 守口八雲店
大阪府守口市土居町２－１９ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 土居店
大阪府守口市南寺方南通１－９－９ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 南寺方店
大阪府守口市寺方元町４－４－１０ スギ薬局 守口寺方店
大阪府松原市田井城３－３－４ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 高見の里薬局
大阪府松原市三宅中２－２－３１ ジャパン 松原店
大阪府松原市田井城１－１－１カナートモール松原１Ｆ スギ薬局 ｶﾅｰﾄﾓｰﾙ松原店
大阪府松原市上田３－６－１ スギ薬局 河内松原駅前店
大阪府松原市北新町４－１５２－１ スギ薬局 松原北新町店
大阪府寝屋川市寿町５７－２０ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC ﾏﾙｾﾞﾝ香里園店
大阪府寝屋川市葛原１－２２－１０ ジャパン 寝屋川店
大阪府寝屋川市香里西之町４－９ スギ薬局 香里西店
大阪府寝屋川市萱島東３－１７－８ スギ薬局 寝屋川萱島店
大阪府寝屋川市黒原新町９－１ スギ薬局 寝屋川黒原店
大阪府寝屋川市成美町２８－３ スギ薬局 寝屋川成美店
大阪府寝屋川市木田元宮１－２０－１ スギ薬局 寝屋川木田店
大阪府寝屋川市寝屋１－２－８ スギ薬局 東香里店
大阪府吹田市岸部南１－２－５ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 岸辺店
大阪府吹田市佐井寺南が丘１７－１関西スーパー佐井寺店内 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 佐井寺店
大阪府吹田市千里丘上５－３０ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 千里丘店
大阪府吹田市山田南５２－５ ジャパン 吹田店
大阪府吹田市穂波町２１－１９ ジャパン 吹田穂波店



大阪府の店舗②

店舗住所 店名 店舗名

大阪府吹田市原町４－２１－５８ スギ薬局 岸部店
大阪府吹田市垂水町３－９－１０白川ビル１Ｆ スギ薬局 江坂垂水町店
大阪府吹田市佐井寺３－２０－３２ スギ薬局 佐井寺店
大阪府吹田市金田町２８－１０ スギ薬局 吹田金田店
大阪府吹田市清水１２－１３ スギ薬局 吹田清水店
大阪府吹田市長野東８－２ スギ薬局 千里丘店
大阪府吹田市千里山竹園１－１－１阪急オアシス千里山竹園店内 スギ薬局 千里山竹園店
大阪府吹田市千里山松が丘２６－１２メゾンリラ千里山１Ｆ スギ薬局 千里山店
大阪府吹田市佐竹台１－４－１ スギ薬局 南千里駅前店
大阪府吹田市千里山竹園２－１７－３５ スギ薬局 南千里店
大阪府吹田市垂水町２－４－３７－１Ｆ スギ薬局 豊津店
大阪府摂津市鳥飼西２－３７－１ ジャパン 摂津店
大阪府摂津市鳥飼上５－１－２６ ジャパン 鳥飼店
大阪府泉佐野市日根野２４９６-１ ｲｵﾝ 日根野店
大阪府泉大津市松之浜町２－１－８ スギ薬局 泉大津店
大阪府大阪市旭区高殿４－１４－５ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 旭高殿店
大阪府大阪市西淀川区歌島２－５－４０ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 歌島店
大阪府大阪市港区市岡２－４－２５関西スーパー市岡店２Ｆ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 市岡店
大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町６－３３ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 上本町店
大阪府大阪市城東区永田３－１３－９ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 深江橋店
大阪府大阪市平野区長吉長原東２－３－３１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 長原東店
大阪府大阪市住之江区西住之江１－１－３１ショップ南海１Ｆ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 南海住ノ江店
大阪府大阪市住之江区南港中３－２－６８ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 南港店
大阪府大阪市中央区高津３－１４－６ ジャパン 松屋町店
大阪府大阪市東住吉区今川８－２－１５ ジャパン 針中野店
大阪府大阪市都島区友渕町３－５－９ ジャパン 都島店
大阪府大阪市淀川区東三国２－３６－１ ジャパン 東三国店
大阪府大阪市港区波除１－４－９ ジャパン 波除店
大阪府大阪市阿倍野区三明町２－１－４阪急ファミリーストア内 スギ薬局 あべの店
大阪府大阪市平野区瓜破１－６－１１ スギ薬局 瓜破店
大阪府大阪市平野区加美鞍作１－１０－３７ スギ薬局 加美中店
大阪府大阪市平野区加美北８－２２－５１ スギ薬局 加美北店
大阪府大阪市西淀川区歌島２－２－１２ スギ薬局 歌島店
大阪府大阪市住吉区我孫子東１－９－６ スギ薬局 我孫子東店
大阪府大阪市城東区今福西１－９－１ スギ薬局 蒲生店
大阪府大阪市城東区関目５－１２－２７ スギ薬局 関目駅前店
大阪府大阪市平野区喜連西２－１１－３７ スギ薬局 喜連西店
大阪府大阪市西区九条２－７－１５ スギ薬局 九条店
大阪府大阪市旭区高殿４－１－６阪急オアシス高殿店２Ｆ スギ薬局 高殿店
大阪府大阪市鶴見区鶴見３－６－１６ スギ薬局 今福鶴見店
大阪府大阪市住吉区苅田５－１３－５ スギ薬局 住吉苅田店
大阪府大阪市平野区長吉長原西１－３－２６ スギ薬局 出戸店
大阪府大阪市阿倍野区阪南町２－４－１ スギ薬局 昭和町店
大阪府大阪市城東区古市３－７－２１ スギ薬局 城東古市店
大阪府大阪市城東区東中浜５－７－７ スギ薬局 城東東中浜店
大阪府大阪市東成区中本２－１－１３ スギ薬局 森ﾉ宮店
大阪府大阪市旭区生江１－３－２ スギ薬局 生江店
大阪府大阪市阿倍野区西田辺町２－１１－１６ スギ薬局 西田辺店
大阪府大阪市淀川区宮原４－４－４８ スギ薬局 大阪宮原店
大阪府大阪市東住吉区鷹合１－１３－６ スギ薬局 鷹合店
大阪府大阪市生野区巽中３－３－１０ スギ薬局 巽中店
大阪府大阪市東住吉区矢田１－１６－１２ スギ薬局 長居公園通店
大阪府大阪市西淀川区柏里２－６－１７ローズマンション１Ｆ スギ薬局 塚本店
大阪府大阪市鶴見区焼野２－１－２２ スギ薬局 鶴見焼野店
大阪府大阪市鶴見区緑１－９－６－１Ｆ スギ薬局 鶴見緑店
大阪府大阪市都島区都島北通１－７－１２ スギ薬局 都島北通店
大阪府大阪市都島区毛馬町２－１０－１ スギ薬局 都島毛馬店
大阪府大阪市都島区友渕町２－１５－２４ スギ薬局 都島友渕店



大阪府の店舗③

店舗住所 店名 店舗名

大阪府大阪市住之江区東加賀屋１－１－２３ スギ薬局 東加賀屋店
大阪府大阪市東成区東今里２－７－２８ スギ薬局 東今里店
大阪府大阪市住吉区南住吉３－１３－１ スギ薬局 南住吉店
大阪府大阪市港区波除１－４－２６ スギ薬局 波除店
大阪府大阪市西淀川区姫島５－１６－４７ スギ薬局 姫島店
大阪府大阪市西淀川区福町３－１－１６ スギ薬局 福町店
大阪府大阪市住之江区粉浜西３－１－１２近商ストア住吉店２Ｆ スギ薬局 粉浜西店
大阪府大阪市平野区平野東１－７－２５サンエー平野店２Ｆ スギ薬局 平野店
大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北３－１１－４ スギ薬局 林寺店
大阪府大東市氷野２－１－３４アクロスプラザ大東内 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ大東店
大阪府大東市諸福８－２－２０ ジャパン 大東店
大阪府大東市氷野３－１ ジャパン 大東氷野店
大阪府大東市赤井３－５－１０ スギ薬局 大東赤井店
大阪府池田市旭丘１－２－３ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 池田旭丘店
大阪府池田市鉢塚１－９－１２ ジャパン 池田鉢塚店
大阪府池田市木部町１４６－１ ジャパン 池田木部店
大阪府東大阪市寿町１－６－２２ ジャパン 長瀬駅前店
大阪府東大阪市今米１－１４－１ ジャパン 東大阪吉田店
大阪府東大阪市御厨中１－１０－１２ ジャパン 東大阪御厨店
大阪府東大阪市旭町２２－２６ ジャパン 東大阪店
大阪府東大阪市高井田本通３－６－３１ スギ薬局 高井田店
大阪府東大阪市若江南町１－４－３ スギ薬局 若江南店
大阪府東大阪市渋川町１－４－１２ スギ薬局 渋川店
大阪府東大阪市長田中２－５－２３フレスポ長田１Ｆ スギ薬局 東大阪長田店
大阪府東大阪市下小阪５－５－２１ スギ薬局 八戸ﾉ里店
大阪府東大阪市長堂１－１０－１９サンモール１Ｆ スギ薬局 布施店
大阪府八尾市志紀町１－１５２ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 志紀西店
大阪府八尾市水越１－１２２ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 八尾水越店
大阪府八尾市中田２－４０９ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 八尾中田店
大阪府八尾市木の本１－２ ジャパン 八尾木の本店
大阪府八尾市福万寺町１－９４－１ スギ薬局 八尾福万寺店
大阪府富田林市甲田３－３－３５ スギ薬局 富田林甲田店
大阪府富田林市若松町５－２－１１ スギ薬局 富田林若松店
大阪府豊中市熊野町４－１－３１ ジャパン 豊中熊野店
大阪府豊中市原田元町３－３－１０ ジャパン 豊中曽根店
大阪府豊中市西緑丘２－８－５ スギ薬局 西緑丘店
大阪府豊中市東豊中町５－３１－５ スギ薬局 東豊中店
大阪府豊中市服部豊町２－１５－７ スギ薬局 服部西店
大阪府豊中市春日町４－１－３５ スギ薬局 豊中春日店
大阪府豊中市浜２－１７－５ スギ薬局 豊中小曽根店
大阪府豊中市庄内幸町５－９－１２ スギ薬局 豊中庄内店
大阪府枚方市町楠葉１－２８－１５ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC くずは北店
大阪府枚方市東香里３－６－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 東香里店
大阪府枚方市甲斐田新町８－１ スギ薬局 枚方甲斐田店
大阪府枚方市田口４－３１－１５ スギ薬局 枚方田口店
大阪府箕面市箕面６－５－１１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC ﾏﾙｾﾞﾝ箕面店
大阪府箕面市粟生外院１－２０－３ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC ﾏﾙｾﾞﾝ箕面東店
大阪府箕面市粟生新家４－１－１４ スギ薬局 箕面小野原店
大阪府箕面市船場西２－１２－４－１０１ スギ薬局 箕面船場店
大阪府門真市深田町１－４ ジャパン 門真店
大阪府門真市北岸和田２－１－１５ ジャパン 門真北岸和田店
大阪府門真市千石西町１－２１ スギ薬局 局門真千石店
大阪府門真市幸福町４－２２ヨシカネビル１Ｆ スギ薬局 古川橋店
大阪府門真市元町２８－２０ スギ薬局 西三荘店
大阪府門真市常称寺町１９－２０ スギ薬局 大和田駅前店
大阪府門真市舟田町２４－１ スギ薬局 門真舟田店
大阪府和泉市いぶき野４－５－１９コープタウン２Ｆ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 和泉中央店
大阪府和泉市小田町２－１６－５６ スギ薬局 和泉小田店
大阪府和泉市肥子町２－２－６８ スギ薬局 和泉府中店
大阪府和泉市和田町２７６－１ スギ薬局 和泉和田店



兵庫県の店舗①

店舗住所 店名 店舗名

兵庫県伊丹市山田５－３－３ スギ薬局 昆陽店
兵庫県伊丹市昆陽東１－２－７阪急オアシス伊丹昆陽東店１Ｆ スギ薬局 昆陽東店
兵庫県加古郡播磨町北本荘３－１－２９ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 本荘店
兵庫県加古郡稲美町国岡２－１０－２ ジャパン 明石稲美店
兵庫県加古川市尾上町池田１８９７－４加古川サザンプラザ内 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 尾上店
兵庫県加古川市加古川町平野２５０ ジャパン 加古川平野店
兵庫県加古川市東神吉町出河原８６２イオンタウン加古川内 スギ薬局 加古川店
兵庫県加古川市平岡町一色３４４－１ スギ薬局 東加古川店
兵庫県加東市梶原３６０－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 梶原店
兵庫県加東市上滝野字芝崎２４６ ジャパン 滝野店
兵庫県高砂市米田町米田９７１－５ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 米田店
兵庫県三田市相生町９－１８ ジャパン 三田本町店
兵庫県三田市三輪４－５－２０ミスミモール内 スギ薬局 三田店
兵庫県三田市富士が丘２－７ スギ薬局 三田富士が丘店
兵庫県三木市加佐横塚２８５－１０ キリン堂 三木店
兵庫県三木市平田７５７ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 三木店
兵庫県三木市志染町西自由が丘１－３４８ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 志染店
兵庫県三木市別所町小林字釜ヶ谷７２５－８ ナガタ薬品 アルカ三木店
兵庫県篠山市東吹３４９－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 丹南東吹店
兵庫県小野市古川町溝向３７ ジャパン 小野店
兵庫県神戸市垂水区青山台７－７－１ ｲｵﾝ 山店
兵庫県神戸市須磨区須磨浦通４－７－９ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 須磨薬局
兵庫県神戸市灘区水道筋４－１－２０ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 水道筋店
兵庫県神戸市須磨区大手町３－１－３３ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 東須磨店
兵庫県神戸市北区有野中町２－１５－１７ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 北神戸店
兵庫県神戸市西区白水３－２－１６ ジャパン 伊川谷店
兵庫県神戸市中央区八幡通３－１－１４ ジャパン 三宮店
兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬７８７－１ ジャパン 大蔵谷店
兵庫県神戸市西区玉津町高津橋６０６ スギ薬局 玉津店
兵庫県神戸市東灘区御影本町２－６－１０デイリーカナート内 スギ薬局 御影店
兵庫県神戸市東灘区深江北町３－４－１９ スギ薬局 阪神深江店
兵庫県神戸市中央区中町通３－２－１５ライフ神戸駅前店２Ｆ スギ薬局 神戸駅前店
兵庫県神戸市西区持子２－８ スギ薬局 神戸持子店
兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬７０－２ スギ薬局 神陵台店
兵庫県神戸市須磨区多井畑字東山の上１３－３１ スギ薬局 須磨北店
兵庫県神戸市灘区水道筋５－２－４ スギ薬局 水道筋店
兵庫県神戸市東灘区御影塚町４－１１－２０ スギ薬局 石屋川店
兵庫県神戸市灘区大石東町５－４－１４ スギ薬局 大石店
兵庫県神戸市長田区北町１－４ライフ長田店１Ｆ スギ薬局 長田店
兵庫県神戸市垂水区東垂水町高丸７６２－６６８ スギ薬局 東垂水店
兵庫県神戸市須磨区車字仏坂１１－２ スギ薬局 白川台店
兵庫県神戸市東灘区本山南町５－２－３ スギ薬局 本山南店
兵庫県神戸市垂水区本多聞２－２４－１２ スギ薬局 本多聞店
兵庫県神戸市垂水区名谷町字横尾１７６３－１ スギ薬局 名谷店
兵庫県神戸市北区日の峰２－３－３ ナガタ薬品 アルカ北町店
兵庫県神戸市長田区大橋町６－１－１アスタプラザウエスト内 ナガタ薬品 新長田店
兵庫県神戸市北区藤原台北町６－２０－１ ナガタ薬品 藤原台北町店
兵庫県西宮市津門呉羽町２－４５ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC ﾏﾙｾﾞﾝ薬局今津店
兵庫県西宮市熊野町１３－８ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 瓦木店
兵庫県西宮市山口町上山口２－８－１７ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 西宮山口店
兵庫県西宮市西田町１－６ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 西田店
兵庫県西宮市段上町１－１６－１８ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 段上店
兵庫県西宮市学文殿町１－９－１５ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 鳴尾店
兵庫県西宮市門戸荘１８－４９ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 門戸店
兵庫県西宮市青木町３－５ ジャパン 西宮青木店
兵庫県西宮市門前町３－２２ ジャパン 西宮店
兵庫県西宮市中前田町７－２０ スギ薬局 西宮中前田店
兵庫県西宮市甲子園九番町１１－６２ スギ薬局 浜甲子園店



兵庫県の店舗②

店舗住所 店名 店舗名

兵庫県西脇市野村町８４０－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 西脇店
兵庫県西脇市下戸田４８６－２ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 西脇北店
兵庫県西脇市上野字芝添３６９ ジャパン 西脇上野店
兵庫県川西市久代５－１－５ ジャパン 川西久代店
兵庫県川辺郡猪名川町若葉１－４－２ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ薬局
兵庫県丹波市市島町北岡本１９９－１ ジャパン 市島店
兵庫県丹波市氷上町稲継堂ノ坪２５０－１ ジャパン 氷上店
兵庫県淡路市浦６９７ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 東浦店
兵庫県淡路市大谷９４８－２５ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 東洋津名店
兵庫県南あわじ市志知鈩大井戸１０２－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 西淡店
兵庫県尼崎市上坂部１－４－１－１Ｆ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC JR塚口店
兵庫県尼崎市食満７－１－３０ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 食満店
兵庫県尼崎市南塚口町８－５７－１３ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 南塚口店
兵庫県尼崎市南塚口町４－３－３６ ジャパン 塚口店
兵庫県尼崎市長洲西通１－８－２３ スギ薬局 スギ薬局尼崎西長洲店
兵庫県尼崎市神田中通４－１５７ スギ薬局 阪神尼崎店
兵庫県尼崎市上ノ島町２－３６－８ スギ薬局 上ノ島店
兵庫県尼崎市上坂部１－３－２５ スギ薬局 上坂部店
兵庫県尼崎市東園田町２－５５－１ スギ薬局 東園田店
兵庫県尼崎市南塚口町７－８７－８８ スギ薬局 南塚口店
兵庫県尼崎市久々知西町２－３－３ スギ薬局 尼崎久々知店
兵庫県尼崎市水堂町４－２－１ スギ薬局 尼崎水堂町店
兵庫県尼崎市潮江１－２２－１アミング潮江ウエスト一番館１Ｆ スギ薬局 尼崎潮江店
兵庫県尼崎市南七松町２－８－２２ スギ薬局 尼崎南七松店
兵庫県尼崎市南武庫之荘１－１９－２０阪急オアシス２Ｆ スギ薬局 武庫之荘店
兵庫県姫路市大津区大津町２-５ ｲｵﾝ 姫路大津店
兵庫県姫路市飾磨区城南町３－５７ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 英賀保店
兵庫県姫路市手柄１－１３８ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 手柄店
兵庫県姫路市土山３－３－２５ ジャパン 姫路土山
兵庫県姫路市飾磨区中浜町１－２１ スギ薬局 飾磨中浜店
兵庫県姫路市下手野４－１３－６３ スギ薬局 姫路下手野店
兵庫県姫路市花田町加納原田９１５ スギ薬局 姫路花田店
兵庫県姫路市御国野町御着７５６ スギ薬局 姫路御着店
兵庫県姫路市広畑区北野町１－１ スギ薬局 姫路広畑店
兵庫県姫路市飾磨区恵美酒２３４ スギ薬局 姫路飾磨店
兵庫県姫路市神屋町６－７３ スギ薬局 姫路中央店
兵庫県姫路市野里１０６－３ スギ薬局 姫路野里店
兵庫県姫路市上手野３０９－６ スギ薬局 夢前台店
兵庫県宝塚市山本丸橋２－１５－５ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 山本店
兵庫県宝塚市旭町２－７－１８ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 宝塚旭町店
兵庫県宝塚市鶴の荘３－６ ジャパン 宝塚店
兵庫県豊岡市三坂町１６０ ジャパン 豊岡店
兵庫県明石市魚住町西岡１３６７ キリン堂 魚住店
兵庫県明石市魚住町長坂寺字ツヱ池９８９－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 魚住店
兵庫県明石市東野町１９２０－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 人丸店
兵庫県明石市西明石北町１－１－２０ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 西明石店
兵庫県明石市和坂１４－７竹中ビル１Ｆ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 西明石店
兵庫県明石市大久保町ゆりのき通１－３－１ビエラ大久保１Ｆ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 大久保駅前店
兵庫県明石市硯町３－１２－４０ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 明石硯町店
兵庫県明石市新明町１－１０ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 明石新明店
兵庫県明石市魚住町清水２４２７－３ ジャパン 明石土山店



奈良県の店舗

店舗住所 店名 店舗名

奈良県宇陀市大宇陀岩室５３１－６ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 大宇陀店
奈良県橿原市葛本町７７０－２ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 葛本店
奈良県橿原市久米町３９５ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 久米店
奈良県橿原市新賀町４６８コープみみなし別棟内 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 八木店
奈良県橿原市葛本町５０５ ジャパン 橿原店
奈良県橿原市北妙法寺町５５５－１ スギ薬局 橿原真菅店
奈良県葛城市柿本１－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 新庄店
奈良県五條市新町１－１０１２－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 五條店
奈良県香芝市穴虫１５０－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 香芝二上店
奈良県香芝市磯壁６－４５８ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 東洋香芝南店
奈良県香芝市北今市４－２５１－１ ジャパン 香芝店
奈良県香芝市別所４２－５ スギ薬局 五位堂店
奈良県桜井市安倍木材団地２－４ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 桜井南店
奈良県生駒郡平群町椿井４４９ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 平群店
奈良県生駒郡平群町三里３８２－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 平群北店
奈良県生駒市真弓２－１４－９ クスリのアオキ 真弓店
奈良県生駒市上町台１－２８ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 上町店
奈良県生駒市壱分町８１－３ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 生駒南店
奈良県生駒市上町４１３０－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 北生駒店
奈良県生駒市松美台２０－２ ジャパン 生駒店
奈良県生駒市谷田町１３２８－１ スギ薬局 生駒店
奈良県大和郡山市今国府町３９０－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 今国府店
奈良県大和高田市池尻１７１－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 高田店
奈良県大和高田市根成柿４１４－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 坊城店
奈良県天理市守目堂町１０５－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 天理店
奈良県天理市岩室町７３－１ スギ薬局 アクロス天理店
奈良県天理市前栽町９８－１ スギ薬局 天理店
奈良県奈良市北登美ケ丘６－１１－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 北登美ｹ丘店
奈良県奈良市中山町１４３０ ジャパン 奈良押熊店
奈良県奈良市四条大路５－１４２－２ ジャパン 奈良尼ｹ辻店
奈良県奈良市中山町西１－７１６－３ならコープ２Ｆ スギ薬局 学園前店
奈良県奈良市中町１－８７ スギ薬局 学園前南店
奈良県北葛城郡王寺町本町４－９－１２ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 王寺店
奈良県北葛城郡河合町西山台５６８－１－２ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 河合店
奈良県北葛城郡王寺町王寺２－２－２０ スギ薬局 奈良王寺店



和歌山県の店舗

店舗住所 店名 店舗名

和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野１０１６－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC かつらぎ店
和歌山県岩出市大町字大町後５８－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 岩出大町店
和歌山県岩出市野上野９８－３ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 岩出店
和歌山県岩出市高塚１８８－１ 広岡グループ 岩出高塚店
和歌山県紀の川市貴志川町長山２４５－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 長山店
和歌山県紀の川市桃山町市場４４６ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 桃山店
和歌山県御坊市薗５３－４ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 御坊店
和歌山県御坊市湯川町財部１０５３－１ 富士薬品 ｷﾘﾝ御坊店
和歌山県新宮市あけぼの４－２０ 富士薬品 新宮店
和歌山県西牟婁郡白浜町堅田２８２８ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 白浜店
和歌山県田辺市文里１－６－１０ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 文里店
和歌山県田辺市下万呂４１８ 富士薬品 ｷﾘﾝ万呂店
和歌山県東牟婁郡串本町串本１８７８ 富士薬品 串本桟橋店
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町朝日１－２２１ 富士薬品 那智勝浦店
和歌山県日高郡みなべ町東吉田１５５－３ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC みなべ店
和歌山県日高郡印南町印南１９７４ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 印南店
和歌山県有田郡湯浅町湯浅１６５８－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 湯浅店
和歌山県有田市箕島７２１－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 箕島店
和歌山県和歌山市弘西渡瀬７８６－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 紀伊店
和歌山県和歌山市神前５１０－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 神前店
和歌山県和歌山市善明寺３０７－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 善明寺店
和歌山県和歌山市井ノ口３１７ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 和佐店
和歌山県和歌山市加納２９５－１ 広岡グループ 四ヶ郷店
和歌山県和歌山市西庄３６６－３ 富士薬品 西脇店


