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都道府県 店 舗 名 住　　所 電話番号

北海道 イオン栄町店 札幌市東区北四十二条東16-1-5 011-781-1147

北海道 イオン札幌元町店 札幌市東区北三十一条東15-1-1 011-750-5200

北海道 イオン札幌苗穂店 札幌市東区東苗穂二条3-1-1 011-780-7600

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

北海道 イオン札幌藻岩店 札幌市南区川沿二条2-1-1 011-571-3100

北海道 イオン札幌発寒店 札幌市西区発寒八条12-1-1 011-669-5000

北海道 イオン新さっぽろ店 札幌市厚別区厚別中央二条5-7-1 011-892-5121

北海道 イオン手稲山口店 札幌市手稲区明日風6-1-1 011-699-8201

北海道 イオン旭川西店 旭川市緑町23-2161-3 0166-59-7800

北海道 イオン苫小牧店 苫小牧市柳町3-1-20 0144-51-3100

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 一條薬局 宇都宮市中央本町3-11 028-636-8605

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

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

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 ファミリーマート＋ファーマライズ薬局　美浜店 千葉市美浜区真砂1-2-3 043-278-1001

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 ローソン東習志野店 習志野市東習志野5-12-19 047-477-5539

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

千葉県 イトーヨーカドー四街道店　１階あんしんサポート 四街道市中央5 043-422-1111

千葉県 印西総合病院売店 印西市牧の台1-1-1 0476-33-3000

取扱いメニューや在庫状況及び価格は各店舗によって異なります。
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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 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 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 イトーヨーカドー赤羽店　５階あんしんサポート 北区赤羽西1-7-1 03-3905-5111

東京都 イトーヨーカドー四つ木店　１階あんしんサポート 葛飾区四つ木2-21-1 03-3694-8811

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 イトーヨーカドー小岩店　４階あんしんサポート 江戸川区西小岩1-24-1 03-3671-5111

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 イトーヨーカドー武蔵小金井店　３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 イトーヨーカドー鶴見店　１階あんしんサポート 横浜市鶴見区鶴見中央3-15-30 045-521-7111

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 イトーヨーカドー上永谷店　１階あんしんサポート 横浜市港南区丸山台1-12 045-844-1711

神奈川県 ハックドラッグ港南台店 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

ト
川崎市中原区小杉町3-420 044-722-1011

神奈川県 イトーヨーカドー小田原店　３階あんしんサポート 小田原市中里296-1 0465-49-6611

神奈川県 ハックドラッグ小田原寿町西店 小田原市寿町1-2-28 0465-66-6089

新潟県 薬ヒグチ＆ファーマライズ白根センター薬局 新潟市南区上下諏訪木925-1 025-372-5151
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新潟県 ローソン上越大日店 上越市大日31 025-522-6055

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

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 ハックドラッグ静岡下川原店 静岡市駿河区下川原南8-15 054-268-1889

静岡県 ハックドラッグ富士宮万野原店 富士宮市万野原新田4153-1 0544-21-0089

静岡県 ハックドラッグ河津店 賀茂郡河津町浜94-2 0558-34-3089

愛知県 マックスバリュグランド千種若宮大通店 名古屋市千種区千種2-16-13 052-734-5200

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 ファイン薬食倶楽部稲沢店 稲沢市長束町観音寺田201 0587-81-9131

愛知県 スギ薬局森岡店 大府市森岡町5-11 0562-38-7716

愛知県 ファミリーマート藤田保健衛生大学病院新館店
豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98藤田保健衛生大学病院A棟地 新館A

棟 B1F
0562-91-6307

京都府 京都大学医学部附属病院売店 京都市左京区聖護院川原町 075-751-3111

京都府 ダックス右京花屋町店 京都市右京区西京極町ノ坪町3 075-325-3988

京都府 ダックス西京上野橋店 京都市西京区桂上野東町70 075-382-3086

京都府 ダックス宇治小倉西店 宇治市伊勢田町砂田105番地 0774-46-8811

大阪府 ローソン平野瓜破東１丁目店 大阪市平野区瓜破東1-11-29 06-6797-2081

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 072-923-7911

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 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

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 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 ローソン川西見野三丁目店 川西市見野3-12-6 072-794-0368
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兵庫県 ローソン東浦町浦店 淡路市浦108-7 0799-74-0456

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 ローソン福山大黒座 福山市笠岡町3-11 084-973-3055

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

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

沖縄県 イオン那覇店 那覇市金城5-10-2 098-852-1515

沖縄県 イオンドラッグ豊見城店 豊見城市田頭155-1 098-840-2188

沖縄県 イオン具志川店 うるま市前原幸崎原303 098-983-6565

沖縄県 マックスバリュ読谷店 中頭郡読谷村古堅740 098-921-5550

沖縄県 イオンライカム店 中頭郡北中城村ｱﾜｾ土地区画整理 事業区域内4街区 098-983-8888

沖縄県 イオン南風原店 島尻郡南風原町宮平264 098-940-6100


