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店舗名 住所
そうごう薬局 函館石川店 北海道函館市石川町３５０−８
クローバー薬局 北海道函館市石川町３５０−１７
コマバ薬局 北海道函館市駒場町９−１９
すぎなみ調剤薬局 北海道函館市杉並町２３−１３
美原中央薬局 北海道函館市美原２−１−６
石川中央薬局 北海道函館市石川町３５０ー１８
そうごう薬局 大原店 岩手県一関市大東町大原字立町１１３
そうごう薬局 住田店 岩手県気仙郡住田町世田⽶字大崎２５−４
そうごう薬局 一関店 岩手県一関市中⾥字神明４４−２
そうごう薬局 盛岡つなぎ店 岩手県盛岡市繋字尾⼊野６４−９
そうごう薬局 盛岡中央通店 岩手県盛岡市中央通２−２−５  甲南アセット盛岡ビル１階
そうごう薬局 盛岡中央通⻄店 岩手県盛岡市中央通３−１６−１５
そうごう薬局 岩手町店 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内第１０地割字三本松４５−８
そうごう薬局 花輪店 秋田県⿅角市花輪字扇ノ間 ６−８
そうごう薬局 ⿅角店 秋田県⿅角市花輪字柳田７５
そうごう薬局 南仙台店 宮城県仙台市太⽩区柳⽣７−２−１３
そうごう薬局 ⿅島店 福島県南相馬市⿅島区横手字榎内１７
そうごう薬局 旭町店 福島県南相馬市原町区旭町３−２４
そうごう薬局 相馬店 福島県相馬市大曲字大⽑内７７−５
そうごう薬局 本宮店 福島県本宮市本宮字南町裡１１７−３
そうごう薬局 郡山店 福島県郡山市安積町荒井字萬海８３−３
そうごう薬局 福島笹木野店 福島県福島市笹木野字中⻄裏１８−４
そうごう薬局 福島駅前店 福島県福島市天神町１−１
そうごう薬局 中岡店 福島県いわき市中岡町４−７−１１
そうごう薬局 宇都宮店 栃木県宇都宮市中⼾祭１−８−２１
そうごう薬局 宇都宮中央店 栃木県宇都宮市⼆番町１−９
そうごう薬局 富田店 栃木県⾜利市多田木町１３４−２
そうごう薬局 田沼店 栃木県佐野市田沼町１４３１−２
そうごう薬局 栃木店 栃木県栃木市大宮町５１−４
そうごう薬局 ロブレ小山店 栃木県小山市中央町３−７−１ ロブレ７階
そうごう薬局 八潮２号店 埼⽟県八潮市中央４−１１−４４
そうごう薬局 吉川店 埼⽟県吉川市大字木売３７５−２
そうごう薬局 吉川美南店 埼⽟県吉川市木売新田４０−３
そうごう薬局 吉川けやき通り店 埼⽟県吉川市中曽根２−６−６
そうごう薬局 草加店 埼⽟県草加市中央２−４−１４ ル・ソレイユ１０１
そうごう薬局 草加氷川店 埼⽟県草加市氷川町６５３番地 けやきマンション１階A号室
そうごう薬局 新三郷店 埼⽟県三郷市仁蔵５２３−３
そうごう薬局 春日部店 埼⽟県春日部市大場８０−５
そうごう薬局 北越谷店 埼⽟県越谷市北越谷２−４−２５
そうごう薬局 北本店 埼⽟県北本市下石⼾下４９４−９
そうごう薬局 ときがわ店 埼⽟県⽐企郡ときがわ町大字馬場４９−６
そうごう薬局 柳崎店 埼⽟県川⼝市柳崎３−７−２６
そうごう薬局 本川越店 埼⽟県川越市通町５−１９
そうごう薬局 日進店 埼⽟県さいたま市北区日進町２−１０８２−３−１０１
そうごう薬局 針ヶ谷店 埼⽟県さいたま市浦和区針ヶ谷１−８−１２
そうごう薬局 中浦和店 埼⽟県さいたま市桜区⻄堀５−３−４０
そうごう薬局 小手指店 埼⽟県所沢市小手指南４−１３−７
そうごう薬局 北鴻巣店 埼⽟県鴻巣市⾚⾒台４−２３−６
そうごう薬局 ららぽーと富士⾒店 埼⽟県富士⾒市山室１−１３１３ ららぽーと富士⾒１階
そうごう薬局 坂⼾駅前店 埼⽟県坂⼾市日の出町６−２４ 升屋マンションビル１０１
そうごう薬局 館林店 群馬県館林市富士⾒町１５−３９
そうごう薬局 城町店 群馬県館林市城町９１７−１
そうごう薬局 藪塚店 群馬県太田市六千石町１１６−５
そうごう薬局 東矢島店 群馬県太田市東矢島町１１２３−１１
そうごう薬局 相⽣店 群馬県桐⽣市相⽣町３−１７１−２５
そうごう薬局 伊勢崎店 群馬県伊勢崎市上諏訪町２０１１−２
そうごう薬局 国定店 群馬県伊勢崎市市場町２−１７０９
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そうごう薬局 豊科店 ⻑野県安曇野市豊科５７３１−１７
そうごう薬局 堀金店 ⻑野県安曇野市堀金⿃川５０２７−１
そうごう薬局 穂高店 ⻑野県安曇野市穂高柏原１１２２−１０
そうごう薬局 安中店 群馬県安中市原市１−９−１１
そうごう薬局 高崎店 群馬県高崎市連雀町１１−４
そうごう薬局 佐野店 群馬県高崎市倉賀野町３１−３
そうごう薬局 八千代店 群馬県高崎市八千代町４−６−２
そうごう薬局 井野店 群馬県高崎市井野町１１２１−７
そうごう薬局 群馬町店 群馬県高崎市中泉町６０７−２
そうごう薬局 中尾店 群馬県高崎市中尾町１３０６−８
そうごう薬局 沼田店 群馬県沼田市久屋原町３３６−６
そうごう薬局 利根中央店 群馬県沼田市沼須町９９２−１
そうごう薬局 藤岡店 群馬県藤岡市岡之郷清⽔６８５−３
そうごう薬局 新治店 群馬県利根郡みなかみ町湯宿温泉５６３−２
そうごう薬局 中之条店 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町１７８４−４
そうごう薬局 双代店 富山県富山市⻄⻑江１−３−５１
そうごう薬局 総曲輪店 富山県富山市総曲輪４−８−１−１０２
そうごう薬局 和合店 富山県富山市布目１９８１−３
そうごう薬局 布瀬店 富山県富山市布瀬本町１３−１０
そうごう薬局 東岩瀬店 富山県富山市高畠町１−１３−３５
そうごう薬局 サンエール店 富山県高岡市福岡町下蓑新３３８−２
そうごう薬局 越前店 福井県越前市今宿町２−３−１１
そうごう薬局 武⽣南店 福井県越前市常久町８−１−２
そうごう薬局 福井社店 福井県福井市加茂河原３−２−１６
そうごう薬局 福井若杉浜店 福井県福井市若杉浜１−７０６−２
サイトウ薬局 うらわ岸町店 埼⽟県さいたま市浦和区岸町２−９−２８
サイトウ薬局 うらわ高砂店 埼⽟県さいたま市浦和区高砂１−２−１ エイペックスタワー浦和１０６
サイトウ薬局 ハッピーロード店 埼⽟県さいたま市浦和区北浦和４−３−８
サイトウ薬局 常盤店 埼⽟県さいたま市浦和区常盤１０−１０−１８
サイトウ薬局 浦和店 埼⽟県さいたま市浦和区常盤９−４−４
サイトウ薬局 北浦和駅前店 埼⽟県さいたま市浦和区北浦和４−３−１１
サイトウ薬局 埼⽟県さいたま市浦和区常盤９−３２−２０
そうごう薬局 井野台店 茨城県取手市井野台５−２−２９
そうごう薬局 ⽔⼾店 茨城県⽔⼾市六反田町１１３６−１
そうごう薬局 柳町店 茨城県⽔⼾市柳町１−１５−７
そうごう薬局 北茨城店 茨城県北茨城市大津町２５２１−２
そうごう薬局 小美⽟店 茨城県小美⽟市中延６５６−３
そうごう薬局 成田東店 千葉県成田市吉岡１３４２−５８
そうごう薬局 成田土屋店 千葉県成田市ウィング土屋１６７
そうごう薬局 成田富⾥店 千葉県富⾥市日吉台２−４−３ 成田コリンズ１０２
そうごう薬局 五香店 千葉県松⼾市常盤平５−１２−６ 第１泉ビル１階
そうごう薬局 おゆみ野店 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央２−３−１
そうごう薬局 東金店 千葉県東金市家徳１２４−５
そうごう薬局 旭店 千葉県旭市イ３５８３−１
そうごう薬局 浦安店 千葉県浦安市北栄１−１２−３６  北栄たかみビル１階
そうごう薬局 薬円台店 千葉県船橋市薬円台５−３２−１
そうごう薬局 ららぽーとＴＯＫＹＯ−ＢＡＹ店 千葉県船橋市浜町２−１−１  ららぽーとＴＯＫＹＯ−ＢＡＹ⻄館３階
そうごう薬局 ふさ店 千葉県我孫⼦市布佐２２０２−７
そうごう薬局 流山おおたかの森店 千葉県流山市おおたかの森南１−４−１１  ウェルスおおたかの森１階
そうごう薬局 南流山店 千葉県流山市木４０２番地（木B７０街区２) ヤオコー南流山店２階
そうごう薬局 印⻄牧の原店 千葉県印⻄市原１−２ ビックホップガーデンモール印⻄
そうごう薬局 市川店 千葉県市川市菅野４−１７−１１ 岩丸ビル１０１号
そうごう薬局 ⻲⼾駅前店 東京都江東区⻲⼾５−３−２  サンタモニカ⻲⼾１階
そうごう薬局 豊洲店 東京都江東区豊洲５−６−２９ パークホームズ豊洲ザレジデンス１階
そうごう薬局 木場公園店 東京都江東区平野２−１１−５ パシフィック第２門前仲町２階
そうごう薬局 江東北砂店 東京都江東区北砂２−６−６ 松岡ビル１階
そうごう薬局 有楽町店 東京都千代田区有楽町２−１０−１ 東京交通会館１階
そうごう薬局 Otemachi One店 東京都千代田区大手町１−２−１ Otemachi One地下１階
そうごう薬局 葛⻄店 東京都江⼾川区中葛⻄１−１−７ 渡辺ビル１階
そうごう薬局 江⼾川中央店 東京都江⼾川区中央１−３−１６ レーヴマニフィック江⼾川中央１階
そうごう薬局 大泉学園店 東京都練馬区東大泉６−４７−１８ アプローズ大泉学園ガレリア１階



そうごう薬局 ⾚塚店 東京都練馬区北町８−３６−４ 栄ビル１階
そうごう薬局 練馬高野台駅店 東京都練馬区南田中３−７−３０
そうごう薬局 高島平店 東京都板橋区高島平２−３３−１ ピーコックストア高島平店２階
そうごう薬局 大谷⼝北店 東京都板橋区大谷⼝北町７０−７
そうごう薬局 志村坂上店 東京都板橋区志村２−１０−１ ＰＬＡＺＡ ＮＩＫＩ １階
そうごう薬局 綾瀬店 東京都⾜立区綾瀬４−１８−９
そうごう薬局 江北店 東京都⾜立区江北５−１−１  モンリッシュⅡ １階
そうごう薬局 竹の塚店 東京都⾜立区竹の塚１−３９−１４−１０３
そうごう薬局 井荻店 東京都杉並区井草３−１７−１４
そうごう薬局 阿佐谷南店 東京都杉並区阿佐谷南１−９−３ １階
そうごう薬局 和田店 東京都杉並区和田２−２４−１６  ＲＫコート和田１階
そうごう薬局 中野アリス店 東京都中野区松が丘１−３３−１５ アリスコート１階
そうごう薬局 東新宿駅前店 東京都新宿区新宿７−２７−１２ コンフォリア東新宿ステーションフロント１階
そうごう薬局 立川駅北⼝店 東京都立川市曙町２−１１−１
そうごう薬局 田無店 東京都⻄東京市南町５−１−８
そうごう薬局 東村山店 東京都東村山市久⽶川町４−２−３４
そうごう薬局 永山店 東京都多摩市乞田１４２６  ＫＴＡビル１階
そうごう薬局 町田薬師台店 東京都町田市薬師台１−２５−１２
そうごう薬局 あざみ野店 神奈川県横浜市⻘葉区荏田町２３４−１ ボナールあざみ野２号室
そうごう薬局 ⻑津田店 神奈川県横浜市緑区⻑津田４−１１−１５
そうごう薬局 五月台店 神奈川県川崎市⿇⽣区五⼒田２−１４−８
そうごう薬局 梶が谷店 神奈川県川崎市高津区末⻑１−９−１ スタイリオ梶が谷ＭＡＬＬ５階
そうごう薬局 南加瀬店 神奈川県川崎市幸区南加瀬３−５−３ １階
そうごう薬局 伊勢原店 神奈川県伊勢原市田中２９２−１
そうごう薬局 厚木店 神奈川県厚木市温⽔１２７−１
そうごう薬局 つきみ野店 神奈川県大和市つきみ野１−６−２９
そうごう薬局 ⼆⼦⽟川店 東京都世田谷区⽟川３−１５−１ Esprit Chocolat１階
そうごう薬局 千歳烏山店 東京都世田谷区南烏山６−４−２９ １階
そうごう薬局 太⼦堂店 東京都世田谷区太⼦堂２−２０−２９
そうごう薬局 三軒茶屋店 東京都世田谷区太⼦堂４−２４−１３
そうごう薬局 桜新町店 東京都世田谷区桜新町１−４０−８
そうごう薬局 駒沢店 東京都目⿊区八雲５−９−２１ 駒沢マンション１０１
そうごう薬局 渋谷店 東京都渋谷区渋谷３−２９−１７ ホテルメッツ渋谷３階
そうごう薬局 恵⽐寿銀座店 東京都渋谷区恵⽐寿南１−４−１５ 恵⽐寿銀座クロスビル１階
そうごう薬局 東蒲田店 東京都大田区東蒲田２−３−２７ カーサ・ペルフーメ１階
そうごう薬局 雑色駅前店 東京都大田区仲六郷２−４４−１５
そうごう薬局 大森北店 東京都大田区大森北１−３１−８ １F
そうごう薬局 マチノマ大森店 東京都大田区大森⻄３−１−３８ マチノマ大森 ２階
そうごう薬局 ⻄蒲田店 東京都大田区⻄蒲田８−２０−１ 牧田総合病院A棟１F
オバタ薬局 東京都港区⿇布⼗番１−７−１１ ⿇布井上ビル１階
そうごう薬局 世田谷上町店 東京都世田谷区世田谷２−４−２ ＳＡＣＲＡ ＴＥＲＲＡＣＥ １階
そうごう薬局 北安東店 静岡県静岡市葵区北安東３−２０−１８
そうごう薬局 下島店 静岡県静岡市駿河区下島３１９−４
そうごう薬局 清⽔八木間店 静岡県静岡市清⽔区八木間町１６５７−１
そうごう薬局 菊川店 静岡県菊川市加茂４９６９
そうごう薬局 浜松渡瀬店 静岡県浜松市南区渡瀬町３
そうごう薬局 島田店 静岡県島田市祇園町８７２５−３０
そうごう薬局 権太坂スクエア店 神奈川県横浜市保土ヶ谷区権太坂３−１−３  権太坂スクエア
そうごう薬局 今宿店 神奈川県横浜市旭区今宿⻄町２８５−１
そうごう薬局 トレッサ横浜店 神奈川県横浜市港北区師岡町７００  トレッサ横浜南棟１階
そうごう薬局 大船店 神奈川県横浜市栄区笠間３−１−１５
そうごう薬局 エキニア横浜店 神奈川県横浜市⻄区北幸１−１−８ エキニア横浜６階
そうごう薬局 神奈川新町店 神奈川県横浜市神奈川区新町１２−１  新町第２京急ビル１階
そうごう薬局 高田駅前店 神奈川県横浜市港北区高田東３−１−８
そうごう薬局 芹が谷店 神奈川県横浜市港南区芹が谷５−５５−１０ １階
そうごう薬局 SOCOLA日吉店 神奈川県横浜市港北区箕輪町２−７−４２ プラウドシティ日吉レジデンスⅡソコラ日吉２階
そうごう薬局 大倉山店 神奈川県横浜市港北区師岡町１１４８−１０１
そうごう薬局 鵠沼店 神奈川県藤沢市鵠沼海岸２−５−３
そうごう薬局 彦根日夏店 滋賀県彦根市日夏町２８８１−１
そうごう薬局 高月店 滋賀県⻑浜市高月町高月２９１
そうごう薬局 ⻑浜店 滋賀県⻑浜市湖北町山本字村ノ内１２０２



そうごう薬局 京都松尾店 京都府京都市⻄京区松尾大利町１１−１
そうごう薬局 ⻄大路九条店 京都府京都市南区唐橋堂ノ前町２３−１
そうごう薬局 向島店 京都府京都市伏⾒区向島丸町１６−７
そうごう薬局 カナートモール伏⾒店 京都府京都市伏⾒区深草出⽻屋敷町２３−６ カナートモール伏⾒２階
そうごう薬局 伏⾒桃山店 京都府京都市伏⾒区銀座町１−３６０−１
そうごう薬局 園部店 京都府南丹市園部町美園町６−２７−２
そうごう薬局 寝屋川店 大阪府寝屋川市川勝町８−１
茨木さくら薬局 大阪府茨木市新庄町１３−２５
そうごう薬局 茨木豊川店 大阪府茨木市⻄豊川町２５−３
そうごう薬局 光善寺店 大阪府枚⽅市北中振３−２４−３１ ＫＹビル１階
そうごう薬局 香⾥ヶ丘店 大阪府枚⽅市香⾥ヶ丘６−８
そうごう薬局 ⻑尾店 大阪府枚⽅市⻑尾元町２−２２−１ TM-Ⅱビル １F
そうごう薬局 大和田店 大阪府門真市常称寺町１６−５６
そうごう薬局 ⻄冠店 大阪府高槻市⻄冠３−２９−７ 関⻄スーパー１階
そうごう薬局 池田駅前店 大阪府池田市呉服町１−１ サンシティ池田⻄館３階３０２
そうごう薬局 千⾥丘店 大阪府吹田市⻑野東７−２４ グランドセンタービル２階
祥漢堂 梅田北薬局 大阪府大阪市北区中崎１−１−１
そうごう薬局 市岡店 大阪府大阪市港区市岡１−１５−６
そうごう薬局 ⻄三国店 大阪府大阪市淀川区⻄三国２−７−５
そうごう薬局 ⻄宮原店 大阪府大阪市淀川区⻄宮原３-３-９８
祥漢堂薬局 ⻄淡路店 大阪府大阪市東淀川区⻄淡路２−１５−１ Ⅱメゾン林103
そうごう薬局 今⾥くすのき店 大阪府大阪市東成区大今⾥１−２６−４
そうごう薬局 九条店 大阪府大阪市⻄区九条１−１４−２５
そうごう薬局 阿倍野店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋３−７−１５  タカヨシビル１階
そうごう薬局 あべのベルタ店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋３−１０−１−１００  阿倍野スポーツセンター⻄側１階
そうごう薬局 今福つるみ店 大阪府大阪市城東区今福東１−１３−８ １階
そうごう薬局 今福店 大阪府大阪市城東区今福東３−５−６ メディカルモール今福１階
そうごう薬局 春日出店 大阪府大阪市此花区春日出中２−１６−１９
そうごう薬局 都島店 大阪府大阪市都島区善源寺町２−２−２２
そうごう薬局 大正店 大阪府大阪市大正区三軒家東４−５−１２
今川トモエ薬局 大阪府大阪市東住吉区⻄今川２−１４−１２ サンライフ
志宝薬局 あびこ店 大阪府大阪市住吉区我孫⼦東２−１０−６
そうごう薬局 旭大宮店 大阪府大阪市旭区大宮５−４−２３
そうごう薬局 八尾店 大阪府八尾市北本町２−１５−２７
そうごう薬局 初芝店 大阪府堺市東区日置荘⻄町１−２０−５
そうごう薬局 三国ヶ丘店 大阪府堺市北区東三国ヶ丘町５−５−２
そうごう薬局 ⽩鷺店 大阪府堺市北区金岡町１５９１−４
サツキ薬局 北花田店 大阪府堺市北区北花田町３−１８−１
そうごう薬局 日下店 大阪府東大阪市日下町３−６−９
そうごう薬局 熊取店 大阪府泉南郡熊取町大久保中１−１０−２８
そうごう薬局 かしはら店 奈良県橿原市四分町２−１
そうごう薬局 ⻄大寺店 奈良県奈良市⻄大寺南町５−２６ T・Kビル⻄大寺SOUTH １階
そうごう薬局 日根野店 大阪府泉佐野市日根野７２０１−２
そうごう薬局 古屋店 和歌山県和歌山市古屋５９
そうごう薬局 友田店 和歌山県和歌山市友田町５−３３ 岩橋ビル１階
そうごう薬局 和歌浦⻄店 和歌山県和歌山市和歌浦⻄１−１−１４
そうごう薬局 木枕店 和歌山県和歌山市木枕４１−６
タイコー堂薬局 柳通り店 和歌山県和歌山市蔵小路１５−２
そうごう薬局 榎原中央店 和歌山県和歌山市榎原７３−１
そうごう薬局 六⼗谷店 和歌山県和歌山市六⼗谷１０２３−１−４
タイコー堂薬局 粉河店 和歌山県紀の川市粉河４５１−１１
そうごう薬局 園田店 兵庫県尼崎市東園田町３−３１−５
そうごう薬局 伊丹行基町店 兵庫県伊丹市行基町１−１０７
そうごう薬局 伊丹山田店 兵庫県伊丹市山田２−２−２５−５
そうごう薬局 篠山店 兵庫県丹波篠山市網掛４２０−１
祥漢堂薬局 にしき店 兵庫県丹波篠山市⻄谷１５６−６
祥漢堂薬局 和田山店 兵庫県朝来市和田山町枚田岡１３８−６
そうごう薬局 宝塚売布店 兵庫県宝塚市売布２−１４−１６−１
そうごう薬局 伊川谷店 兵庫県神⼾市⻄区伊川谷町有瀬１０５２−１
そうごう薬局 ⽟津店 兵庫県神⼾市⻄区⽟津町高津橋４６９−４
そうごう薬局 谷上店 兵庫県神⼾市北区谷上東町５−１１



そうごう薬局 岡場駅前店 兵庫県神⼾市北区藤原台中町１−２−２ エコール・リラ本館２階
そうごう薬局 神⼾岡本店 兵庫県神⼾市東灘区岡本１−８−６
祥漢堂薬局 住吉店 兵庫県神⼾市東灘区住吉宮町３−８−５
そうごう薬局 HAT神⼾店 兵庫県神⼾市中央区脇浜海岸通２−２−３
そうごう薬局 兵庫店 兵庫県神⼾市兵庫区塚本通４−２−１５
そうごう薬局 飾磨店 兵庫県姫路市飾磨区⽟地１−６７−１
そうごう薬局 宝殿駅前店 兵庫県高砂市神⽖１−３−７ ノースビル１F
そうごう薬局 高砂店 兵庫県高砂市松陽１−１９０
そうごう薬局   三田店 兵庫県三田市けやき台１−１０−１
そうごう薬局 阿波池田調剤センター店 徳島県三好市池田町シマ８３８−１
そうごう薬局 銀座通店 徳島県三好市池田町サラダ１８０１−３
そうごう薬局 矢三店 徳島県徳島市北矢三町３−３−２７ グランドハイツ矢三１階
そうごう薬局 番町店 香川県高松市番町２−６−２６
そうごう薬局 高松メディカルモール店 香川県高松市天神前５−６ 高松メディカルモール１階
そうごう薬局 高松川東店 香川県高松市香川町川東上１７８０−４
そうごう薬局 高松浅野店 香川県高松市香川町浅野２７４−８
そうごう薬局 さぬき詫間店 香川県三豊市詫間町詫間１２９８−３
そうごう薬局 琴平店 香川県仲多度郡琴平町榎井７７５−１３
そうごう薬局 観音寺店 香川県観音寺市栄町３−５−２
そうごう薬局 坂出店 香川県坂出市元町１−５−２１
そうごう薬局 丸⻲今津店 香川県丸⻲市今津町２４２−５
そうごう薬局 さぬき豊中店 香川県三豊市豊中町下高野１０９０
そうごう薬局 八幡浜店 愛媛県八幡浜市大字大平１番耕地６４４
そうごう薬局 千代田町店 愛媛県八幡浜市１４５５−２３
そうごう薬局 港町店 愛媛県八幡浜市港町４１６−１
そうごう薬局 卯之町店 愛媛県⻄予市宇和町卯之町２−３００
そうごう薬局 松山山越店 愛媛県松山市山越２−１−３１
そうごう薬局 三島店 愛媛県四国中央市中之庄町２８４−１
そうごう薬局 松本町店 愛媛県今治市中日吉町３−１−２８
そうごう薬局 後免町店 高知県南国市後免町１−８−３５ アグライア１階
そうごう薬局 福渡店 岡山県岡山市北区建部町福渡１００４−１
そうごう薬局 Ｐモール藤田店 岡山県岡山市南区藤田５６０−５１８
そうごう薬局 南春日店 岡山県倉敷市⽔島南春日町６−３
そうごう薬局 中庄店 岡山県倉敷市中庄字岩才３５３８−１
そうごう薬局 ⽔島中央店 岡山県倉敷市⽔島⻘葉町２−４０
そうごう薬局 新倉敷店 岡山県倉敷市⽟島上成５３９−７
そうごう薬局 東塚店 岡山県倉敷市東塚５−４−２８
そうごう薬局 勝北店 岡山県津山市坂上２３０−１
そうごう薬局 湯郷店 岡山県美作市中山１４７６−３
そうごう薬局 島根大学前店 島根県松江市学園２−２７−１６
そうごう薬局 東出雲店 島根県松江市東出雲町揖屋１０３４−１
そうごう薬局 北堀店 島根県松江市北堀町１２−３
そうごう薬局 安来社日店 島根県安来市安来町１２７８−５
そうごう薬局 安来店 島根県安来市安来町９３５−４
そうごう薬局 福山店 広島県福山市御門町１−３−３１
そうごう薬局 御門店 広島県福山市御門町３−２−６
そうごう薬局 幕山中央店 広島県福山市幕山台１−１−１
そうごう薬局 蔵王店 広島県福山市南蔵王町５−１４−１０
そうごう薬局 八本松店 広島県東広島市八本松東３−３３−２
そうごう薬局 ⻄条店 広島県東広島市⻄条岡町５−１９
そうごう薬局 御薗宇店 広島県東広島市⻄条町御薗宇６０３５  コンチェルト御薗宇１階
そうごう薬局 御薗宇中央店 広島県東広島市⻄条町御薗宇７１４−５２
中央薬局 広島県府中市鵜飼町５５５−３３

 中央薬局府川店 広島県府中市府川町１７２
そうごう薬局 草津店 広島県広島市⻄区草津本町１５−２０
そうごう薬局 尾⻑東店 広島県広島市東区尾⻑東２−７−２９
そうごう薬局 倉重店 広島県広島市佐伯区倉重１−９６−１
そうごう薬局 安川通り店 広島県広島市安佐南区相田１−１４−４
そうごう薬局 五日市中央店 広島県広島市佐伯区五日市中央３−８−１４
そうごう薬局 フジグラン広島店 広島県広島市中区宝町２−１ フジグラン広島４階
そうごう薬局 陽光台店 広島県廿日市市陽光台５−１２−１



そうごう薬局 串⼾店 広島県廿日市市串⼾５−３−５０
そうごう薬局 大竹店 広島県大竹市立⼾２−６−２５
そうごう薬局 藤脇店 広島県呉市音⼾町藤脇２−１８−８
そうごう薬局 川尻店 広島県呉市川尻町東１−２１−２
そうごう薬局 下松店 山⼝県下松市中央町２１−３ ゆめタウン下松４階
そうごう薬局 下松中央店 山⼝県下松市古川町３−５−２
そうごう薬局 光店 山⼝県光市島田 ２−２１−３
そうごう薬局 中津町店 山⼝県岩国市中津町１−１９−１７  中津・サンフラワー１０３
そうごう薬局 須々万店 山⼝県周南市須々万本郷２９−１
そうごう薬局 周南大河内店 山⼝県周南市大字大河内２５６−８
そうごう薬局 宇部店 山⼝県宇部市⻄小串５−６−１９
そうごう薬局 萩店 山⼝県萩市江向４１７−２
そうごう薬局 三田尻店 山⼝県防府市お茶屋町１０−２
そうごう薬局 小野田店 山⼝県山陽小野田市日の出３−８−１２
そうごう薬局 新下関店 山⼝県下関市伊倉新町１−２−６
そうごう薬局 ⻑府店 山⼝県下関市⻑府南之町２−２７
そうごう薬局 東駅店 山⼝県下関市⽻山町１番１−２０２号
そうごう薬局 行橋店 福岡県行橋市高瀬２１４−６
そうごう薬局 行橋駅前店 福岡県行橋市宮市町２−１
そうごう薬局 行橋北泉店 福岡県行橋市北泉３−１０−８
そうごう薬局 新田原調剤センター店 福岡県行橋市東徳永３５４−１３
そうごう薬局 行橋⻄宮市店 福岡県行橋市⻄宮市２−２−２８
そうごう薬局 豊前店 福岡県豊前市大字塔田７６１
そうごう薬局 八屋店 福岡県豊前市大字八屋１８７５−１
そうごう薬局 豊前吉木店 福岡県豊前市吉木４４１−１
そうごう薬局 小倉大手町店 福岡県北九州市小倉北区大手町１２−４
そうごう薬局 九州労災南店 福岡県北九州市小倉南区下曽根２−５−１
そうごう薬局 八幡中央店 福岡県北九州市八幡東区中央２−１０−４
そうごう薬局 槻田店 福岡県北九州市八幡東区槻田２−２−１１
そうごう薬局 香月店 福岡県北九州市八幡⻄区香月中央１−１４−１０
そうごう薬局 ひびきの店 福岡県北九州市八幡⻄区本城学研台３−１−１０
そうごう薬局 ⿊崎⻄店 福岡県北九州市八幡⻄区山寺町３−６
そうごう薬局 ⿊崎中央店 福岡県北九州市八幡⻄区筒井町４−１
そうごう薬局 下境店 福岡県直⽅市下境１１７２−１
そうごう薬局 中間店 福岡県中間市通谷１−３６−２
そうごう薬局 椎田店 福岡県築上郡築上町大字椎田９０９−１
そうごう薬局 小竹店 福岡県鞍手郡小竹町勝野１１５９−１
そうごう薬局 東郷店 福岡県宗像市田熊４−７−１３
そうごう薬局 花⾒店 福岡県古賀市花⾒南１−３−２５
そうごう薬局 久保店 福岡県古賀市大字久保１０９７−６
そうごう薬局 千早店 福岡県福岡市東区千早４−９３−２−１０４
そうごう薬局 新宮中央店 福岡県糟屋郡新宮町中央駅前１−４−１２
そうごう薬局 新宮駅前店 福岡県粕屋郡新宮町中央駅前１−１−１７
そうごう薬局 宗像池田店 福岡県宗像市池田３１１６−６
そうごう薬局 名島店 福岡県福岡市東区名島２−２−２２
そうごう薬局 宇美店 福岡県糟屋郡宇美町原田１−１−７
そうごう薬局 桜台店 福岡県筑紫野市桜台２−２５−１ ヴィルスリージュ⻄小路
そうごう薬局 ⼆日市店 福岡県筑紫野市湯町３−１−２２
そうごう薬局 今光店 福岡県那珂川市今光３−３０
そうごう薬局 天神センタービル５階店 福岡県福岡市中央区天神２−１４−８  福岡天神センタービル５階
そうごう薬局 塩原店 福岡県福岡市南区塩原３−２４−２６
そうごう薬局 天神中央店 福岡県福岡市中央区天神１−３−３８  天神１２１ビル１階
そうごう薬局 ⾚坂店 福岡県福岡市中央区⾚坂１−１４−３５ ⾚坂門ＡＩビル１階
そうごう薬局 月隈モール店 福岡県福岡市博多区東月隈４−１−１４
そうごう薬局 荒⼾店 福岡県福岡市中央区荒⼾２−２−４０−１
そうごう薬局 渡辺通店 福岡県福岡市中央区渡辺通２−１−８２
そうごう薬局 ⻄新店 福岡県福岡市早良区⻄新１−１０−２７ ⻄新プライムビル1Ｆ
そうごう薬局 藤崎店 福岡県福岡市早良区弥⽣１−４−３ １階
そうごう薬局 東⼊部店 福岡県福岡市早良区東⼊部 ６−１５−８
そうごう薬局 干隈店 福岡県福岡市早良区干隈 ３−１１−7-1階
そうごう薬局 下山門店 福岡県福岡市⻄区下山門団地４０−１



そうごう薬局 ⼾切店 福岡県福岡市⻄区⼾切２−１３−１０
そうごう薬局 野⽅店 福岡県福岡市⻄区野⽅７−７５９−４
そうごう薬局 石丸店 福岡県福岡市⻄区石丸３−７−３０
そうごう薬局 周船寺店 福岡県福岡市⻄区富士⾒２−１４−５
そうごう薬局 今宿駅前店 福岡県福岡市⻄区今宿駅前１−２−３２
そうごう薬局 野⽅東店 福岡県福岡市⻄区野⽅６−３６−２６
そうごう薬局 福岡今宿店 福岡県福岡市⻄区今宿３−４−３７ 今宿メディカルビル１階
そうごう薬局 田主丸店 福岡県久留⽶市田主丸町上原３０５−１１
そうごう薬局 久留⽶医大前店 福岡県久留⽶市旭町１１ 副島ビル１階
そうごう薬局 北野店 福岡県久留⽶市北野町今山５１６−１３
そうごう薬局 吉井店 福岡県うきは市吉井町６０９−８
そうごう薬局 浮⽻店 福岡県うきは市浮⽻町古川１０５３−２
そうごう薬局 吉井⻄店 福岡県うきは市吉井町６１２−７
そうごう薬局 美鈴が丘店 福岡県小郡市美鈴が丘１−５−５
そうごう薬局 小郡中央店 福岡県小郡市小郡２７３−１
そうごう薬局 広川店 福岡県八⼥郡広川町新代１３８９−２
そうごう薬局 高樋店 福岡県三井郡大⼑洗町高樋１２５２−１
そうごう薬局 大⼑洗店 福岡県三井郡大⼑洗町下高橋３９５７−１
そうごう薬局 四箇店 福岡県大牟田市大字四箇字堂ノ下２３９−５
そうごう薬局 大牟田上町店 福岡県大牟田市上町２−１−２
そうごう薬局 ⻘葉町店 福岡県大牟田市⻘葉町３１−１０
そうごう薬局 田隈店 福岡県大牟田市田隈９２４
そうごう薬局 渡瀬店 福岡県みやま市高田町濃施471-1
そうごう薬局 瀬高店 福岡県みやま市瀬高町下庄４９４−２
そうごう薬局 柳川本城町店 福岡県柳川市本城町３−２
そうごう薬局 佐賀兵庫店 佐賀県佐賀市兵庫町大字渕１９０４−１０
そうごう薬局 高木瀬店 佐賀県佐賀市高木瀬町⻑瀬９６９−１ アルタ高木瀬店1階
そうごう薬局 神埼店 佐賀県神埼市神埼町田道ヶ⾥２２６５−９
そうごう薬局 塩田店 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲６０４−１
そうごう薬局 ⽩石店 佐賀県杵島郡⽩石町大字⼾ヶ⾥四本杉１８１７−５
そうごう薬局 津久⾒店 大分県津久⾒市大字千怒６１２６−２
そうごう薬局 別府流川店 大分県別府市中島町１４−２４
そうごう薬局 別府秋葉店 大分県別府市秋葉町８−３０
そうごう薬局 臼杵コスモス店 大分県臼杵市大字江無田１１０９−１
そうごう薬局 日田豆田町店 大分県日田市豆田町５−２４
そうごう薬局 国東店 大分県国東市安岐町下原１２９２ 
そうごう薬局 郷ノ浦店 ⻑崎県壱岐市郷ノ浦町東触８１３−１
そうごう薬局 いづはら田渕店 ⻑崎県対馬市厳原町田渕７９２
そうごう薬局 豊⽟店 ⻑崎県対馬市豊⽟町仁位１６６−６
そうごう薬局 壱岐店 ⻑崎県壱岐市郷ノ浦町志原⻄触２０−５
そうごう薬局 上五島店 ⻑崎県南松浦郡新上五島町⻘⽅郷１３７８−４
そうごう薬局 ミヤノ店 ⻑崎県平⼾市宮の町６０６
そうごう薬局 早岐店 ⻑崎県佐世保市権常寺町１５２４−５
そうごう薬局 小佐々店 ⻑崎県佐世保市小佐々町⿊石３５４−７
そうごう薬局 ⻄海大島店 ⻑崎県⻄海市大島町１８２５−１
そうごう薬局 大洋堂店 ⻑崎県南松浦郡新上五島町⻘⽅郷２３２４
そうごう薬局 大村駅前店 ⻑崎県大村市東本町１４３
そうごう薬局 大村東店 ⻑崎県大村市東本町５２４
そうごう薬局 大村古賀島町店 ⻑崎県大村市古賀島町１７７７−１
そうごう薬局 大村幸町店 ⻑崎県大村市幸町２５−７２
そうごう薬局 ⽩土湖店 ⻑崎県島原市湖南町６８９６−１
そうごう薬局 四ツ山店 熊本県荒尾市四ッ山３−２−２９
そうごう薬局 荒尾店 熊本県荒尾市荒尾８１３−３
そうごう薬局 菊池店 熊本県菊池市隈府南古町４７２−５
そうごう薬局 立願寺店 熊本県⽟名市山田高岡原２０１９−１
そうごう薬局 有明⻑洲店 熊本県⽟名郡⻑洲町宮野２７７５−１
そうごう薬局 高瀬店 熊本県⽟名市高瀬３２３−２
そうごう薬局 田原坂店 熊本県熊本市北区植木町平原２１０−１
そうごう薬局 会富店 熊本県熊本市南区会富町１１２７−２
そうごう薬局 みゆき店 熊本県熊本市南区御幸笛田６−８−３
そうごう薬局 富合店 熊本県熊本市南区富合町新４２４−４



そうごう薬局 島崎店 熊本県熊本市⻄区島崎２−７−２４
そうごう薬局 熊本中央店 熊本県熊本市中央区本荘６−１−２５
そうごう薬局 北帯山店 熊本県熊本市中央区帯山４−１８−２０
そうごう薬局 上南部店 熊本県熊本市東区上南部２−４−１
そうごう薬局 合志店 熊本県合志市須屋字中ノ平１４１５−６
ひご薬局 下林店 熊本県⼈吉市下林町２３１−２
そうごう薬局 池内店 宮崎県宮崎市池内町数太木１７６３−１ 
そうごう薬局 村角店 宮崎県宮崎市村角町北田１３３−２
そうごう薬局 恒久店 宮崎県宮崎市恒久５６５５−１
そうごう薬局 大塚店 宮崎県宮崎市大塚町樋ノ⼝１８８４−５
そうごう薬局 北権現店 宮崎県宮崎市北権現町２２１−１
そうごう薬局 延岡緑ヶ丘店 宮崎県延岡市緑ヶ丘５−１８−１１
そうごう薬局 日向店 宮崎県東臼杵郡門川町南町４−１４７
そうごう薬局 ⻲崎店 宮崎県日向市⻲崎１−１４
そうごう薬局 たかお店 宮崎県都城市鷹尾３−１０−１０
そうごう薬局 山田店 宮崎県都城市山田町山田４３０７−５
そうごう薬局 広原店 宮崎県都城市広原町６−１２−５
そうごう薬局 志和池店 宮崎県都城市上⽔流町２３４８−３
そうごう薬局 都原店 宮崎県都城市都原町２０−１６
そうごう薬局 上川東店 宮崎県都城市上川東１−２７−６−２
そうごう薬局 細野店 宮崎県小林市細野１６１７−１
そうごう薬局 出⽔店 ⿅児島県出⽔市明神町４８２
そうごう薬局 御陵下店 ⿅児島県薩摩川内市御陵下町１４−１０
そうごう薬局 永利店 ⿅児島県薩摩川内市永利町２４５２−５
そうごう薬局 指宿店 ⿅児島県指宿市⼗町２３２２−１
そうごう薬局 開聞店 ⿅児島県指宿市開聞⼗町１２９８−１
そうごう薬局 浦添当山店 沖縄県浦添市当山２−１−１−１
そうごう薬局 壺川店 沖縄県那覇市壺川１−１３−７  レジデンスプロスパー１階
そうごう薬局 豊⾒城店 沖縄県豊⾒城市高嶺３９５−１０３
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ハロー薬局 みわ店 愛知県あま市森山弁才天７２−３
ハロー薬局 安城店 愛知県安城市三河安城南町２−５−９
ハロー薬局 尾⻄店 愛知県一宮市開明字郷東３９−２
ハロー薬局 今伊勢店 愛知県一宮市今伊勢町宮後字郷東２３
ハロー薬局 稲沢北店 愛知県稲沢市稲島１１−４９−１
ハロー薬局 稲沢店 愛知県稲沢市大塚北６−５１−３
ハロー薬局 岡崎店 愛知県岡崎市宮地町柳畑５０−３
ハロー薬局 大治店 愛知県海部郡大治町三本木屋形１８６
ハロー薬局 蒲郡店 愛知県蒲郡市竹谷町錦田１７−１０
ハロー薬局 犬山店 愛知県犬山市大字犬山字高⾒町４−５
あさひが丘薬局勝川店 愛知県春日井市勝川町８−１３勝川駅南⼝ビル１階
ハロー薬局 春日井⻄店 愛知県春日井市⻄高山町１−７−１６
ハロー薬局 春日井北店 愛知県春日井市⻄山町３ー１５−５
ハロー薬局 春日井東野店 愛知県春日井市東野町３−１５−１
ハロー薬局 北⾥店 愛知県小牧市小木⻄３−１０５
ハロー薬局 せと店 愛知県瀬⼾市⽔南町１５６−４
ハロー薬局 新瀬⼾駅前店 愛知県瀬⼾市東横山町１１３ ベルメゾン⻘山１階
ハロー薬局 須ケ⼝店 愛知県清須市須ケ⼝２３３２−１
ハロー薬局 ⻄尾店 愛知県⻄尾市伊藤３−３−１
ハロー薬局 知多店 愛知県知多市新知台２−９−２９
ハロー薬局 ⻑久手店 愛知県⻑久手市岩作中島４３−１
ハロー薬局 愛知淑徳大学前店 愛知県⻑久手市⽚平２−１４０１愛知淑徳大学１３号棟２階
中央調剤薬局 愛知県豊橋市大橋通２−１１２
ハロー薬局 豊田店 愛知県豊田市日南町５−４７−７
ハロー薬局 豊田⻯神店 愛知県豊田市⻯神町⻯神２３−２
ナツメ薬局 桜山店 愛知県名古屋市昭和区桜山町４−７１  夏目ビル１階
ナツメ薬局 陶⽣店 愛知県名古屋市昭和区陶⽣町１−７−６
ナツメ薬局 堀田店 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町２１−１５
ハロー薬局 中小田井店 愛知県名古屋市⻄区中小田井３−１６７−３



ハロー薬局 テラッセ納屋橋店 愛知県名古屋市中区栄１−２−３プラウドタワー名古屋栄２階
ハロー薬局 うえだ店 愛知県名古屋市天⽩区元植田２−２４０８−２
ハロー薬局 元植田店 愛知県名古屋市天⽩区元植田２−３０４−４
ハロー薬局 原店 愛知県名古屋市天⽩区原５−２０９
ハロー薬局 忠次店 愛知県名古屋市南区忠次１−１−６メディカルガーデン名古屋南１階
ハロー薬局 如意店 愛知県名古屋市北区如意２−９６
げんき堂薬局 香流店 愛知県名古屋市名東区香流３−１０１５
ハロー薬局 ⽩川店 岐⾩県加茂郡⽩川町坂ノ東字御堂前５７７９−１
ハロー薬局 いなば店 岐⾩県各務原市小佐野町６−８４−３
ハロー薬局 さぎ山店 岐⾩県岐⾩市鷺山北町８−３１
ハロー薬局 則武店 岐⾩県岐⾩市則武中３−５−１１
ハロー薬局 福光店 岐⾩県岐⾩市福光⻄３−９−１２
ハロー薬局 カラフルタウン岐⾩店 岐⾩県岐⾩市柳津町丸野３−３−６ カラフルタウン岐⾩１階
ハロー薬局 大垣中央店 岐⾩県大垣市宮町１−１１宮町ビル１階
ハロー薬局 大垣駅前店 岐⾩県大垣市宮町１−１スイトテラス２階
ハロー薬局 加⼦⺟店 岐⾩県中津川市加⼦⺟５０６１−１０
ハロー薬局 田瀬店 岐⾩県中津川市田瀬９７２−１
くりの木薬局 岐⾩県中津川市苗木字那木３７２０−１コーポガーデン１階
ハロー薬局 海津店 岐⾩県海津市海津町馬目６１−１
ハロー薬局 一志店 三重県津市一志町小山字⿃居ノ本５２９−６
ハロー薬局 久居駅メディカルフロア店 三重県津市久居新町３００６  ポルタひさい２階
ハロー薬局 津北店 三重県津市栗真中山町２４９−６
ハロー薬局 鈴⿅店 三重県鈴⿅市平田１−３−３
ハロー薬局 飯田松尾店 ⻑野県飯田市松尾上溝６３１７−１

株式会社あおば調剤薬局
店舗名 住所

そうごう薬局 札幌平岸店 北海道札幌市豊平区平岸５条７−８−２２  第２平岸グランドビル１階
あいの⾥調剤薬局 北海道札幌市北区あいの⾥２条８−４−２
あおば薬局 しのろ店 北海道札幌市北区篠路２条１０−１２−５
あおば薬局 大曲店 北海道北広島市大曲緑ヶ丘１−９−１８
あおば薬局 豊平公園店 北海道札幌市豊平区豊平７条１０−３−２０
あおば薬局 門別店 北海道沙流郡日高町門別本町３８−２
あおば薬局 音更店 北海道河東郡音更町木野大通東２−１−６２

みよの台薬局株式会社
店舗名 住所

志宝薬局 浦安店 千葉県浦安市高洲２−４−１０
グリーン薬局 千葉県浦安市当代島１−２−７ ＡＢマンション１階
ステラ薬局 千葉県船橋市前原⻄２−７−６
三平薬局 群馬県高崎市飯塚町１１２４ ウエハラビル１０１
三平薬局 中泉店 群馬県高崎市中泉町字正観寺村⾶地８０８−１
ぐりむ薬局 埼⽟県東松山市松葉町１−１−３９
志宝薬局 大宮店 埼⽟県さいたま市大宮区下町２−１６−１アクロスビル１０１
志宝薬局 北浦和店 埼⽟県さいたま市浦和区北浦和３−１１−１−１Ｆ
志宝薬局 与野本町店 埼⽟県さいたま市中央区本町東３−４−１ マルミビル１階
タオ薬局 埼⽟県所沢市東住吉９−５ あらいビル２Ｆ ⻄２−Ａ
志宝薬局 川⼝店 埼⽟県川⼝市朝日２−２８−１９
志宝薬局 葛⻄店 東京都江⼾川区南葛⻄ ３−２２−１３
志宝薬局 南砂店 東京都江東区南砂２−３−１９
志宝薬局 国分寺店 東京都国分寺市本多１−４−１２
志宝薬局 ⽅南町店 東京都杉並区和泉４−５０−１５
本木薬局 花畑店 東京都⾜立区花畑１−７−１
本木薬局 保木間一丁目店 東京都⾜立区保木間１−３３−１６−１Ｆ
本木薬局 東京都⾜立区本木北町１４−１０
コーワ薬局 東京都大田区北嶺町１−１６フォーラム雪谷ビル１Ｆ
志宝薬局 田園調布店 東京都大田区田園調布２−４８−１５田園舎ビル１Ｆ
御代の台薬局 志村坂上店 東京都板橋区小豆沢２−１９−７−１０２
御代の台薬局 前野町店 東京都板橋区前野町２−４８−２
薬林堂薬局 東京都板橋区大山金井町５５−３
レインボー薬局 東京都武蔵野市関前５−２１−３３



キジマ調剤薬局 東京都八王⼦市⼦安２−１０−１５
御代の台薬局 ⻄巣鴨店 東京都豊島区⻄巣鴨４−６−１ 庚申ビル１階
千川調剤薬局 東京都豊島区要町３−１２−７
要町薬局 東京都豊島区要町３−２１−１１ 千優ビル１０１ 
いけだ薬局 東京都北区滝野川５−１５−５−１Ｆ
御代の台薬局 駅前店 東京都北区滝野川７−１０−４
御代の台薬局 銀座通り店 東京都北区滝野川６−６２−１
御代の台薬局 春日町店 東京都練馬区春日町６−１０−４５ プラスパス春日１０２
みよの台薬局 大泉学園店 東京都練馬区東大泉１−３７−１ マルキシビル１階
志宝薬局 南田中店 東京都練馬区南田中１−１３−１３プレミールコート１Ｆ
志宝薬局 三ツ沢店 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町１２−５ １５１Ａビル１階
志宝薬局 ⻑津田店 神奈川県横浜市緑区⻑津田４−２−１８ 高木ビル１Ｆ
なつめ薬局 神奈川県横浜市旭区中沢３−２１−２０
本木薬局 高津店 神奈川県川崎市高津区⼆⼦４−４−７高津ＴＳビル１Ｆ
さくら薬局 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡４−１４−９
本木薬局 相模大野店 神奈川県相模原市南区相模大野６−２−９
志宝薬局 三重県松阪市猟師町７２
志宝薬局 桃の木店 三重県度会郡⽟城町蚊野２１４８−３
志宝薬局 嬉野店 三重県松阪市嬉野町１４２４−１

株式会社クラクシー
店舗名 住所

シンクパークファーマシー調剤薬局 東京都品川区大崎２−１−１ ThinkParkTower３階

株式会社さくらファーマシー
店舗名 住所

さくらファーマシー薬局 大阪府高槻市北園町１６−１３

有限会社ケイエムメディカル
店舗名 住所

経堂みどり薬局 東京都世田谷区経堂２−１−３３ 経堂コルティ３０４

有限会社森の前薬局
店舗名 住所

森の前薬局 岩手県陸前高田市高田町字鳴石８９−２５


