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北海道

東宝商事株式会社

札幌市豊平区豊平三条4-2-12

011-821-2181

宮城県

ウエルシア仙台柳生店

仙台市太白区柳生3-4-2

022-242-5503

宮城県

ウエルシア石巻赤十字病院前店

石巻市蛇田字西道下あけぼの北1-1-7

0225-92-1537

宮城県

ウエルシア本塩釜駅前店

塩竈市海岸通11-1

022-361-3506

秋田県

ローソン秋田駅西店

秋田市千秋久保田町3-15

018-836-7177

山形県

ウエルシア鶴岡砂田町店

鶴岡市砂田町6-41

0235-28-0182

山形県

ウエルシア山形河北店

西村山郡河北町谷地中央4-8-6

0237-71-0787

茨城県

ウエルシア下館南店

筑西市乙916

0296-21-0227

栃木県

一條薬局

宇都宮市中央本町3-11

028-636-8605

栃木県

ウエルシア宇都宮戸祭店

宇都宮市戸祭町3022

028-650-4744

栃木県

福田屋百貨店宇都宮店ケアフーズプラザ アールエス

宇都宮市今泉町237

028-623-5111

栃木県

ウエルシア小山羽川店

小山市羽川57

0285-30-7170

群馬県

群馬大学医学部附属病院売店アゼリア

前橋市昭和町3-39-22

027-220-7111

群馬県

ウエルシア高崎貝沢店

高崎市貝沢町960-1

027-370-6778

埼玉県

ローソンさいたまシティハイツ三橋店

さいたま市西区三橋6-1258-1

048-621-3851

埼玉県

イトーヨーカドー大宮宮原店 ３階あんしんサポート

さいたま市北区宮原町1-854-1

048-654-3111

埼玉県

コスモス薬局

さいたま市浦和区仲町4-10-13

048-864-2206

埼玉県

たかやま薬局

さいたま市岩槻区東町2-6-35

048-756-2659

埼玉県

ローソン川口末広三丁目店

川口市末広3-11-17

048-287-8977

埼玉県

ウエルシア行田佐間店

行田市佐間1-5-5

048-564-2151

埼玉県

ウエルシア坂戸柳町店

坂戸市柳町45-17

049-280-5025

千葉県

イトーヨーカドー幕張店 １階あんしんサポート

千葉市花見川区幕張町4-417-25

043-212-5511

千葉県

ローソンウェルキャビン稲毛海岸店

千葉市美浜区高洲4-5-15

043-239-7525

千葉県

イトーヨーカドー船橋店 １階あんしんサポート

船橋市本町7-6-1

047-425-1511

千葉県

イトーヨーカドー松戸店 ２階あんしんサポート

松戸市松戸1149

047-368-5131

千葉県

イトーヨーカドー津田沼店 １階あんしんサポート

習志野市津田沼1-10-30

047-479-3111

千葉県

スギ薬局柏豊四季店

柏市豊四季227-1

04-7141-7810
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千葉県

印西総合病院売店

印西市牧の台1-1-1

0476-33-3000

東京都

セブンイレブン国立がん研究センター中央病院店

中央区築地5-1-1

03-3546-6708

東京都

ローソン千駄木不忍通店

文京区千駄木3-43-17

03-5834-7081

東京都

ＥＡＳＹ ＴＡＳＴＹＬＥ Ｋａｍｕｌｉｅｒカ
ムリエ

文京区本郷3-2-15 新興ﾋﾞﾙ1F

03-3812-6036

東京都

ライフバランス薬局

墨田区太平3-1-1

03-6240-4303

東京都

イトーヨーカドー木場店 ２階あんしんサポート

江東区木場1-5-30

03-5606-5234

東京都

イトーヨーカドーアリオ北砂店 １階あんしんサポート

江東区北砂2-17-1

03-3640-7111

東京都

ファミリーマートがん研有明病院店

江東区有明3-10-6

03-3599-3226

東京都

イトーヨーカドー大井町店 ６階あんしんサポート

品川区大井1-3-6

03-3777-6611

東京都

イトーヨーカドー大森店 １階あんしんサポート

大田区大森北2-13-1

03-5762-0111

東京都

ウエルシア杉並松ノ木店

杉並区松ノ木2-41-7

03-5929-3770

東京都

イトーヨーカドー赤羽店 1階あんしんサポート

北区赤羽西1-7-1

03-3905-5111

東京都

ウエルシア足立新田店

足立区新田2-6-15

03-5959-1255

東京都

イトーヨーカドーアリオ亀有店 ２階あんしんサポート

葛飾区亀有3-49-3

03-3838-5111

東京都

ウエルシア八王子七国店

八王子市七国5-28-1

042-632-8520

東京都

イトーヨーカドー武蔵境店 １階あんしんサポート

武蔵野市境南町2-2-20

0422-31-2111

東京都

杏林大学医学部付属病院介護ショップまざーぐーす

三鷹市新川6-20-2

0422-47-5511

東京都

イトーヨーカドー国領店 １階あんしんサポート

調布市国領町8-2-64

03-3430-2111

東京都

ウエルシア町田滝の沢店

町田市木曽町120-1

042-710-4782

東京都

イトーヨーカドー武蔵小金井店 1階あんしんサポート

小金井市本町6-14-9

042-382-1211

神奈川県

イトーヨーカドー横浜別所店 １階あんしんサポート

横浜市南区別所1-14-1

045-743-3111

神奈川県

イトーヨーカドー能見台店 １階あんしんサポート

横浜市金沢区能見台東3-1

045-781-8111

神奈川県

ウエルシア戸塚舞岡店

横浜市戸塚区舞岡町3605

045-820-3939

神奈川県

ウエルシア港南台店

横浜市港南区港南台4-24-17

045-830-5125

神奈川県

イトーヨーカドー立場店 １階あんしんサポート

横浜市泉区中田西1-1-15

045-805-2111

神奈川県

イトーヨーカドー武蔵小杉駅前店 １階あんしんサポー
川崎市中原区小杉町3-420
ト

044-722-1011

神奈川県

ローソン横須賀鶴が丘店

046-815-6575

横須賀市鶴が丘1-8-7
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神奈川県

イトーヨーカドー小田原店 1階あんしんサポート

小田原市中里296-1

0465-49-6611

神奈川県

ウエルシア小田原寿町西店

小田原市寿町1-2-28

0465-66-6089

新潟県

ウエルシア新潟太夫浜店

新潟市北区太夫浜1639-5

025-278-2078

新潟県

ウエルシア新潟横七番町店

新潟市中央区元下島町4625-1

025-226-7056

新潟県

ウエルシア新潟関新１丁目店

新潟市中央区関新1-2-46

025-201-1321

新潟県

ウエルシアリップス旭岡店

長岡市旭岡1-80

0258-30-5225

新潟県

ウエルシア五泉村松店

五泉市村松1234-4

0250-58-0130

石川県

治療用食品の店 ひまわり大生食品工業㈱内

金沢市湊4-68

0120-200-062

山梨県

介護センター花岡甲府店

甲斐市西八幡3800-1

055-287-6611

山梨県

ウエルシア上野原店

上野原市上野原4114

0554-30-2155

長野県

ウエルシア長野篠ノ井布施高田店

長野市篠ノ井布施高田321-1

026-299-7038

長野県

介護センター花岡伊那店

伊那市下新田3083-1

0265-73-1200

長野県

介護センター花岡塩尻店

塩尻市広丘高出2228-10

0263-53-1114

長野県

介護センター花岡諏訪本店

諏訪郡下諏訪町高浜6188-1

0266-26-1112

岐阜県

ファイン総合薬局岐阜大学病院前本局

岐阜市大学西1-90-1

058-293-1290

静岡県

イトーヨーカドー静岡店 １階あんしんサポート

静岡市駿河区曲金3-1-5

054-282-7111

静岡県

ウエルシア浜松医大前店

浜松市東区半田山4-4-10

053-431-1088

愛知県

サチのくすり箱

名古屋市中川区柳森町403Pennﾋﾞﾙ1階

052-355-9341

愛知県

I’m ファイン薬局

稲沢市長束町観音寺田１８１

0587-81-4600

愛知県

ファミリーマート藤田医科大学新館店

豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98藤田医科大学病院A棟地 新館A棟
B1F

0562-91-6307

大阪府

ウエルシア都島毛馬

大阪市都島区毛馬町3-3-28

06-6926-3152

大阪府

ウエルシア東淀川東淡路店

大阪市東淀川区東淡路1-7-17

06-6160-0777

大阪府

ウエルシア鶴見茨田大宮店

大阪市鶴見区茨田大宮4-18-3

06-6914-3620

大阪府

ウエルシア鶴見浜店

大阪市鶴見区浜2-2-66

06-4257-3051

大阪府

ウエルシア堺草尾店

堺市東区草尾633-5

072-284-8018

大阪府

ウエルシア堺泉田中店

堺市南区泉田中164

072-295-7855

大阪府

ウエルシア堺大庭寺２号店

堺市南区大庭寺869-1

072-289-8101
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大阪府

ウエルシア堺南余部店

堺市美原区南余部192-1

072-369-2050

大阪府

ヤマザキショップ八尾市立病院店

八尾市龍華町1-3-1立病院1階

072-923-7971

大阪府

やすらぎの村富田林営業所

富田林市向陽台2-1-12 キタバ薬局2F

0721-28-9577

大阪府

ウエルシア河内長野滝谷店

河内長野市木戸3-30-17

0721-54-4833

大阪府

やすらぎの村河内長野営業所

河内長野市西之山町7-2 キタバ河内長野店内

0721-50-0018

大阪府

ウエルシア河内長野千代田店

河内長野市原町2-3-6

0721-56-5545

大阪府

ウエルシア和泉鶴山台店

和泉市太町557

0725-46-7667

大阪府

ウエルシア箕面小野原西店

箕面市小野原西6-2-3

072-749-5210

大阪府

ウエルシア四條畷岡山店

四條畷市岡山1-12-9

072-863-2007

兵庫県

ウエルシア神戸大池店

神戸市北区山田町上谷上字古々山31-1

078-582-0343

兵庫県

ウエルシア神戸伊川谷北別府店

神戸市西区北別府5-1-3

078-977-0350

兵庫県

ウエルシア尼崎大庄店

尼崎市菜切山町10

06-6430-1815

兵庫県

ローソン明石北王子町店

明石市北王子町2-57

078-928-6021

兵庫県

ローソン芦屋新浜店

芦屋市新浜町2-7

0797-23-8055

兵庫県

ウエルシア芦屋春日店

芦屋市春日町22-5

0797-25-1517

兵庫県

ローソン宝塚米谷二丁目店

宝塚市米谷4-24

0797-61-6733

兵庫県

ウエルシア三木平田店

三木市平田2-10-20

0794-86-6566

兵庫県

ローソン川西見野三丁目店

川西市見野3-12-6

072-794-0368

兵庫県

ウエルシア北播磨総合医療センター前店

小野市市場町926-462

0794-62-1392

奈良県

ならコープwithローソン真美ケ丘店

香芝市真美ケ丘1-14-5

074-577-8200

岡山県

マルシェドゥボンテ岡山大学病院内

岡山市北区鹿田町2-5-1

086-235-6916

広島県

いそいちショップ十日市店

広島市中区十日市町1-3-30 ﾍﾞﾙｿｰﾚ松本1階

082-295-5010

広島県

ローソン広島大町西三丁目店

広島市安佐南区大町西3-17-10

082-831-1666

広島県

ローソン呉広長浜店

呉市広長浜2-3-13

082-327-7762

広島県

栗本五十市商店

大竹市晴海2-10-45

0827-57-7233

広島県

ローソン府中町山田一丁目店

安芸郡府中町山田1-1-17

082-510-0519

山口県

ローソン宇部中央町一丁目店

宇部市中央町1-10

0836-29-3112
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愛媛県

Ａコープ城南店

伊予郡砥部町高尾田71

089-956-0620

福岡県

ローソン八幡前田一丁目店

北九州市八幡東区前田1-7-26

093-671-7700

