
店舗名 住所 電話番号 営業曜日 営業時間 定休日

〒047-0034 月～金 9:00～19:00

北海道小樽市緑2-27-1 土 9:00～13:00

〒006-0032 月・木 9:00～19:00

火・水・金 9:00～18:00

土 9:00～13:00

店舗名 住所 電話番号 営業曜日 営業時間 定休日

〒983-0821 月・火・水・金 9:00～18:00

木 9:00～17:00

土 9:00～13:00

〒981-0131

宮城県宮城郡利府町青山2-1-10

〒989-6434

土 8:30～12:30

店舗名 住所 電話番号 営業曜日 営業時間 定休日

月 9:00～17:00

〒344-0116 火～金 9:00～19:00

埼玉県春日部市大衾610-15 土 9:00～18:00

祝 9:00～12:00

〒362-0061 月・火・木・金 9:00～18:00

水 9:00～12:30

土 9:00～17:00

〒350-0415 月・火・木・金　 8:45～18:15

埼玉県入間郡越生町上野1024-3 土　 8:45～17:00

〒355-0031 月～金　 9:30～19:30

埼玉県東松山市五領町2-10 土　 9:30～13:30

店舗名 住所 電話番号 営業曜日 営業時間 定休日

〒283-0067

千葉県東金市東上宿16-14

〒277-0004

千葉県柏市柏下278-1

〒277-0004

千葉県柏市柏下276-5

中川薬局

上尾店 埼玉県上尾市藤波3-191
TEL：048(789)2208 日・祝

月～土 8:30～17:30

月～土 8:30～19:00

月～土

あさひ薬局 TEL：04(7160)1011

松屋薬局

月～金 9:00～18:00

TEL：0229(73)1335

9:00～17:30

TEL：049(277)1871

TEL：0493(81)6491

TEL：0475(55)0058

TEL：04(7165)1650

中川薬局

利府店

中川薬局

岩出山店

オレンジ

薬局

中川薬局

南桜井店
TEL：048(878)9282

宮城県大崎市岩出山字下川原町84-31

月～金 8:30～17:30

日

ハロー薬局 TEL：0134(32)8610

ハロー薬局

稲穂店
TEL：011(695)8610 日・祝

北海道札幌市手稲区稲穂2条7-1-10

中川薬局

岩切店 宮城県仙台市宮城野区岩切1-1-40

日・祝

日・祝

日・祝

日・祝

土・日・祝

日・祝

水・日・祝

TEL：022(762)9941

中川薬局

越生店

中川薬局

東松山店

TEL：022(396)2160 日・祝

北海道

宮城県

埼玉県

千葉県

日・祝



店舗名 住所 電話番号 営業曜日 営業時間 定休日

〒123-0845

東京都足立区西新井本町1-13-22 Doux-1 1階

月・火・木・金　 9:00～19:00

〒175-0082 水　 9:00～17:00

東京都板橋区高島平2-21-2 土　 9:00～13:00

日　 9:00～12:00

〒175-0045 月～金　 9:00~19:00

東京都板橋区西台4-5-6 土　 9:00～13:00

〒134-0082 9:00～12:00

14:30～18:30

土 9:00～12:00

〒143-0016 月～金 9:00～18:30

土　 9:00～13:00

日　 9:30～13:15

〒144-0055 月～金　 9:00～20:00

東京都大田区仲六郷2-15-9 土　 9:00～18:00

〒114-0014 月・水・木・金 9:00～18:00

火　 9:00～20:00

土　 9:00～13:00

〒115-0052 月・火・木・金　 9:00～19:00

水　 9:00～17:00

土　 9:00～13:30

〒142-0064 月～金　 9:00～18:00

東京都品川区旗の台1-3-9 ＯＮビル１階 土　 9:00～13:30

〒169-0073

東京都新宿区百人町2-6-7

〒161-0033 月・水・木・金・土　 9:00～17:30

東京都新宿区下落合4-6-14 ジ・アネックス1階 火　 9:00～19:00

〒161-0031 月・火・水・金　 9:00～19:00

東京都新宿区西落合3-1-22 そはらビル地下1階 土　 9:00～13:00

〒168-0074 月～土 8:30～20:00

東京都杉並区上高井戸1-8-4 ＴＯＹＡビル3  1階 日・祝　 9:00～18:00

〒168-0072 月・水・木・金　 9:00～18:30

火　 9:00～17:00

土　 9:00～15:30

〒167-0042 月・火・水・金　 9:00～18:00

木　 9:00～17:00

土　 9:00～13:00

〒167-0054 月・火・水・金　 9:00～19:00

木　 9:00～17:00

土　 9:00～13:00

〒130-0001 月・火・水・金　 9:00～18:00

木　 9:00～17:00

土　 9:00～13:00

〒154-0024 月～金　 9:00～19:00

東京都世田谷区三軒茶屋1-35-21 LILAS三軒茶屋1階 土　 9:00～13:00

〒154-0024

東京都世田谷区三軒茶屋1-37-10 ドルフ三茶1階

月・火・金　 9:00～19:00

〒156-0054 水　 11:00～19:00

東京都世田谷区桜丘2-6-28 フィールドサイド桜丘1F 木　 9:00～17:00

土　 9:00～13:00

〒156-0056 月～金　 9:00～19:00

東京都世田谷区八幡山3-32-25 MYビル1階 土　 9:00～12:30

中川薬局

八幡山南店
TEL：03(5316)2525 日・祝

中川薬局

三軒茶屋店
TEL：03(3419)8561 日・祝9:00～19:00月～土

なかがわ薬局

千歳船橋店
TEL：03(5426)0181 日・祝

中川薬局

吾妻橋店 東京都墨田区吾妻橋1-8-9 マンスリーマンション浅草 1階
TEL：03(5637)2321 日・祝

中川薬局

三軒茶屋２号店
TEL：03(6450)8161 日・祝

グラム薬局

西荻窪店 東京都杉並区西荻北4-27-4 福田荘１階
TEL：03(5303)0801 日・祝

グラム薬局

松庵店 東京都杉並区松庵1-8-5
TEL：03(5370)3471 日・祝

グラム薬局

浜田山店 東京都杉並区高井戸東3-16-24 浜田山ニューハウジング101号室
TEL：03(5941)0641 日・祝

なかがわ薬局

八幡山店
TEL：03(5316)9321 年中無休

ひな薬局 TEL：03(5338)1401 月～金　 9:00～18:00 土・日・祝

グラム薬局

下落合店
TEL：03(3952)6721 日・祝

中川薬局

西落合店
TEL：03(6914)4871 木・日・祝

中川薬局

高島平店
TEL：03(5922)6831

テン薬局

北赤羽駅前店 東京都北区赤羽北2-31-16 アクトピア北赤羽壱番館101号室
TEL：03(3909)4010 日・祝

アイリス薬局

旗の台店
TEL：03(5788)2412 日・祝

不二屋薬局 TEL：03(3731)3771 日・祝

中川薬局

田端店 東京都北区田端4-3-2

ロビン薬局
東京都江戸川区宇喜田町1039番地1 エクセラージュ船堀103号

TEL：03(6808)1166
月・火・水・金

木・日・祝

ヒノミ薬局

大森店

TEL：03(3827)7561 日・祝

東京都大田区大森北1-8-2 iCot大森 1階
TEL：03(6404)6061 祝

TEL：03(3932)9800
西台ファミリー

薬局

月～土 9:00～17:30
中川薬局

西新井店

日・祝

日・祝

祝

TEL：03(5647)6551

東京都



店舗名 住所 電話番号 営業曜日 営業時間 定休日

〒165-0027

東京都中野区野方6-4-1

〒164-0012 月～金　 8:00～19:00

東京都中野区本町6-6-3 ワークスⅠ101号室 土　 8:00～17:00

〒164-0001 月・火・木・金　 9:00～19:00

水　 9:00～17:00

土　 9:00～12:30

〒177-0044 月・火・水・金　 9:00～19:00

木　 9:00～17:00

土　 9:00～13:00

〒177-0044 月～金　 9:00～18:15

東京都練馬区上石神井3-6-36 土　 9:00～13:00

〒177-0051 月～金　 9:00～18:00

東京都練馬区関町北2-4-2 カーサ ヒロ 1階 土　 9:00～13:00

〒177-0051 月～金　 9:00～18:00

東京都練馬区関町北2-3-9 土　 9:00～13:00

月･火･水･金

〒113-0021 第2･4･5木曜日

東京都文京区本駒込2-28-38 オーナーズプラザ本郷8 1階 第1･3木曜日　 9:00～17:00

土 9:00～13:00

〒108-0072 月～金　 9:00～19:00

東京都港区白金6ｰ6ｰ1 土　 9:00～15:00

月・火・水・金　 9:00～19:00

〒152-0023 木　 9:00～17:00

東京都目黒区八雲1-4-11 都立大学八雲マンション1階 土　 9:00～15:00

日　 9:00～13:00

〒152-0035 月～土　 9:00～19:30

東京都目黒区自由が丘1-7-13 クレオビル105号室 日　 9:00～18:00

〒197-0003

東京都福生市熊川156-4

〒181-0015 月・火・木・金　 9:00～19:00

水　 9:00～17:00

土　 9:00～13:00

〒180-0006 月・火・木・金　 9:00～19:00

水　 9:00～17:00

土　 9:00～13:00

〒195-0054 月・火・木・金　 9:00～18:30

水　 9:00～17:00

土　 9:00～12:30

〒198-0042 月～木　 9:00～19:00

金　 9:00～20:00

土　 9:00～13:00

〒180-0006 月～金　 9:00～20:00

東京都武蔵野市中町1-23-14 ベルメゾン武蔵野中町101 土　 9:00～19:00

〒197-0802

東京都あきる野市草花2730-4

中川薬局

三鷹駅前店
TEL：0422(59)0981 日・祝

中川薬局

あきる野店
TEL：042(518)2541 月～土　 9:00～18:00 日・祝

中川薬局

町田店 東京都町田市三輪町168-1 フェリシア三輪103号室
TEL：044(988)7541 日・祝

中川薬局

東青梅店 東京都青梅市東青梅1-7-6
TEL：0428(20)1651 日・祝

中川薬局

三鷹駅前２号店 東京都武蔵野市中町1-15-7 DAIビル１号
TEL：0422(38)9161 日・祝

中村調剤薬局 TEL：042(530)2468 月～土　 9:00～17:00 日・祝

中川薬局

三鷹店
TEL：0422(30)3741 日・祝

東京都三鷹市大沢1-17-19

ヒノミ薬局

都立大学店
TEL：03(6459)5642 祝

中川薬局

自由が丘店駅前
TEL：03(5726)9483 祝

中川薬局

本駒込店
TEL：03(5319)0871

9:00～19:00

日・祝

白金台南

薬局
TEL：03(5421)0880 日・祝

中川薬局

関町店
TEL：03(5927)5122 日・祝

中川薬局

関町2号店
TEL：03(6904)9518 日・祝

中川薬局

上石神井店 東京都練馬区上石神井1-11-3
TEL：03(5927)4891 日・祝

グラム薬局

石神井店
TEL：03(5393)9821 日・祝

中川薬局

中野本町店
TEL：03(3380)7037 日・祝

グラム調剤薬局

中野店 東京都中野区中野1-4-5 GRAND CASA中野坂上1階
TEL：03(3360)9661 日・祝

たんぽぽ薬局

野方店
TEL：03(5373)2920 日・祝9:00～19:00月～土　



店舗名 住所 電話番号 営業曜日 営業時間 定休日

〒230-0025 月・火・水・金　 9:00～18:30

神奈川県横浜市鶴見区市場大和町4-22 土　 9:00～13:00

月・火・金　 9:30～18:30

〒224-0021 水　 9:30～19:00

神奈川県横浜市都筑区北山田7-12-20 KNTCビル 1階 木　 9:30～17:30

土　 9:30～13:30

〒224-0021 月・火・水・金　 9:00～18:00

木　 9:00～17:00

土　 9:00～16:00

〒251-0055 月～金　 9:00～18:00

神奈川県藤沢市南藤沢7-2 土　 9:00～17:00

〒244-0003

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-7加藤ビル2階

月・火・水・金　 9:00～18:30

木　 9:00～17:00

土　 9:00～16:00

〒252-0001 月～金 9:00～19:00

神奈川県座間市相模が丘6-24-14 土　 9:00～14:00

〒220-0003 月～土　 9:00～18:30

神奈川県横浜市西区楠町14-2 まる福ビル 1階 第2・4日曜日　 9:00～13:00

〒230-0042 月～金　 9:00～18:30

神奈川県横浜市鶴見区仲通1-59-12 第2グラムビル1F 土　 9:00～12:30

店舗名 住所 電話番号 営業曜日 営業時間 定休日

〒398-0002 月～金　 8:30～18:00

長野県大町市大町2543 土　 9:00～13:00

〒399-8501 月～金　 9:00～18:00

長野県北安曇郡松川村5788番地3 土　 9:00～13:00

〒 398-0002 月～金　 9:00～18:30

長野県大町市大町3145-2 土　 9:00～13:00

店舗名 住所 電話番号 営業曜日 営業時間 定休日

〒500-8156 月・火・木・金　 8:45～18:45

岐阜県岐阜市祈年町10-15-1 水・土　 8:45～12:30

店舗名 住所 電話番号 営業曜日 営業時間 定休日

〒453-0047 月～金　 8:45～17:45

愛知県名古屋市中村区元中村町3-2 土　 10:00～13:00

〒454-0833 月・火・水・金　 8:30～20:00

愛知県名古屋市中川区上脇町2-134 土　 8:30～12:30

月・火・水　 9:00～18:30

〒451-0052 木　 9:00～17:00

愛知県名古屋市西区栄生1-32-11 金　 9:00～19:00

土　 9:00～13:00

〒486-0913 月～金　 9:00～20:00

愛知県春日井市柏原町5-89 土　 9:00～13:00

店舗名 住所 電話番号 営業曜日 営業時間 定休日

〒619-0214 月・水・金　 8:30～19:30

火・木　 8:30～16:30

土　 8:30～13:00

店舗名 住所 電話番号 営業曜日 営業時間 定休日

〒552-0001 月・火・水・金　 9:00～19:00

大阪府大阪市港区波除3-3-13 土　 9:00～13:00

〒573-1197 月・火・木・金　 9:00～19:00

大阪府枚方市禁野本町2-7-25 ルチルⅠ 101 水・土　 9:00～12:30

なでしこ薬局 TEL：052(486)7080 日・祝

京都府

大阪府

グラム調剤薬局

横浜店
TEL：045(505)0611 日・祝

タカミ薬局 TEL：0261(22)0180 日・祝

上脇調剤薬局 TEL：052(365)2003 木・日・祝

TEL：058(249)0303 日・祝

チェリー薬局 TEL：045(392)9966 月～土　 9:00～19:00 日・祝

中川薬局

南生田店
TEL：044(978)5028 日・祝

中川薬局

相模台店
TEL：046(266)1181 日・祝

中川薬局

横浜西口店
TEL：045(290)0871

祝・

第1・3・5日

ナナ調剤薬局

祈年町店

ナシダ薬局 TEL：0261(62)6370 日・祝

いちご薬局 TEL：0261(21)3311 日・祝

さこう薬局 TEL：052(569)1626

中川薬局

港北店 神奈川県横浜市都筑区北山田1-12-14 コンフォート1階
TEL：045(590)6761 日・祝

ヒノミ薬局

藤沢店
TEL：0466(29)1771 日・祝

中川薬局

鶴見市場店
TEL：045(508)5131 木・日・祝

中川薬局

都筑店
TEL：045(590)6711 日・祝

〒214-0036

神奈川県川崎市多摩区南生田4-20-1

日・祝

らいおん薬局 TEL：0568(56)6708 日・祝

神奈川県

長野県

岐阜県

愛知県

あさがお薬局
京都府木津川市木津池田30-9

TEL：0774(72)5636 日・祝

青葉薬局

なみよけ店
TEL：06(6584)7799 木・日・祝

中川薬局

枚方店
TEL：072(896)5751 日・祝



店舗名 住所 電話番号 営業曜日 営業時間 定休日

〒651-2122 月・水・木・金　 9:00～18:30

火　 9:00～17:00

土　 9:00～12:00

9:00～12:30

〒677-0001 15:30～18:30

兵庫県西脇市大木町287-4 木　 9:00～12:30

土　 9:00～13:00

店舗名 住所 電話番号 営業曜日 営業時間 定休日

〒647-0072 月～金　 9:00～18:00

和歌山県新宮市蜂伏20-24 土　 8:30～12:30

店舗名 住所 電話番号 営業曜日 営業時間 定休日

〒730-0845 月・火・水・金　 9:00～18:30

木　 9:00～17:00

土　 9:00～13:00

店舗名 住所 電話番号 営業曜日 営業時間 定休日

〒806-0027 月・火・木・金　 9:00～18:00

水　 8:30～16:30

土・日　 9:00～13:00

〒800-0253 月・火・木・金　 8:30～18:00

福岡県北九州市小倉南区葛原本町1-6-16 水・土　 8:30～12:30

薬局人丸

ファーマシー西

脇

TEL：0795(24)0231

兵庫県

TEL：078(917)0630

マーガレット

調剤薬局
TEL：093(471)5808 日・祝

聖薬局新宮店 TEL：0735(31)7040 日・祝

なかがわ薬局

舟入店
TEL：082(275)6712 日・祝

菅原町

調剤薬局
TEL：093(644)4055

福岡県北九州市八幡西区菅原町3-8

祝日

第1・4・5日

薬局人丸

ファーマシー西

神

日・祝
兵庫県神戸市西区玉津町高津橋262-2

広島県広島市中区舟入川口町4-16

月・火・水・金　

日・祝

和歌山県

広島県

福岡県


