
都道府県 郵便番号 住所 電話番号

岩手県 020-0114 盛岡市高松3丁目10番12号 019-662-3125

宮城県 ＰＬＡＺＡ ｴｽﾊﾟﾙ仙台店 980-8477 仙台市青葉区中央1-1-1 ｴｽﾊﾟﾙ 3F 022-716-9770

宮城県 ＰＬＡＺＡ 仙台泉中央ｾﾙﾊﾞ店 981-3133 仙台市泉区中央1-4-1 ｾﾙﾊﾞ4F 022-371-0178

秋田県 019-0524 横手市十文字町本町13-6 0182-23-5656

茨城県 ＰＬＡＺＡ 水戸ｴｸｾﾙ店 310-0015 水戸市宮町1-1-1 水戸駅ﾋﾞﾙｴｸｾﾙ2F 029-302-6511

茨城県 301-0004 龍ヶ崎市馴馬町2976-1 0297-62-7312

栃木県 ＰＬＡＺＡ 大田原東武店 324-0047 大田原市美原1-3537-2 大田原東武百貨店1F 0287-20-8190

栃木県 321-0932 宇都宮市平松本町1125-9-106 028-938-7141

栃木県 329-1232 塩谷郡高根沢長光陽台4-7-1 028-675-6676

栃木県 329-3156 那須塩原市方京1-6-1 0287-65-4440

栃木県 321-1261 日光市今市1157-1

埼玉県 ＰＬＡＺＡ ﾐﾆﾌﾟﾗｲｵﾝﾓｰﾙ川口前川店 333-0842 川口市前川1-1-11 ｲｵﾝﾓｰﾙ川口前川1F 048-264-7115

埼玉県 ＰＬＡＺＡ ｱﾄﾚ川越店 350-1122 川越市脇田町105 ｱﾄﾚﾏﾙﾋﾛ 6F 049-228-0511

埼玉県 ＰＬＡＺＡ 熊谷八木橋店 360-8502 熊谷市仲町74 八木橋百貨店2F 048-523-1111

埼玉県 島忠ﾎｰﾑｽﾞ 宮原店 331-0813 さいたま市北区植竹町1-820-5 048-669-1755

埼玉県 島忠ﾎｰﾑｽﾞ 川口店 333-0866 川口市芝7229 048-269-1444

埼玉県 島忠ﾎｰﾑｽﾞ 川越店 350-0031 川越市小仙波深町691-1 049-225-0666

埼玉県 島忠ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 川口朝日店 332-0001 川口市朝日4-3-14 048-224-3456

埼玉県 島忠ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 春日部本店 344-0059 春日部市西八木崎2-8-1 048-755-1005

埼玉県 島忠ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 新座店 352-0001 新座市東北2-5-26 048-471-1555

千葉県 ＰＬＡＺＡ 千葉ｵｰﾛﾗﾓｰﾙ店 260-0028 千葉市中央区新町1001番地 ｵｰﾛﾗﾓｰﾙ ｼﾞｭﾝﾇ 4F 043-238-5791

千葉県 ＰＬＡＺＡ 西船橋ﾒﾄﾛﾋﾟｱ店 273-0031 船橋市西船4-27-7 東京ﾒﾄﾛ東西線西船橋駅構内 047-495-5773

千葉県 ＰＬＡＺＡ 柏髙島屋ｽﾃｰｼｮﾝﾓｰﾙ店 277-0842 柏市末広町1-1 柏髙島屋ｽﾃｰｼｮﾝﾓｰﾙ 5F 04-7148-2159

千葉県 島忠ﾎｰﾑｽﾞ 蘇我店 260-0835 千葉市中央区川崎町55-3 043-305-1950

千葉県 島忠ﾎｰﾑｽﾞ 幕張店 275-0023 習志野市芝園1-4-1 047-408-2250

東京都 ＰＬＡＺＡ 銀座店 104-0061 中央区銀座5-3-1 ｿﾆｰﾋﾞﾙ B2F 03-3575-2528

東京都 ＰＬＡＺＡ 汐留ｼｵｻｲﾄ店 105-0021 港区東新橋1-5-25地先 地下店舗 03-5537-0911

東京都 ＰＬＡＺＡ ﾙﾐﾈ北千住店 120-0026 足立区千住旭町42-2 ﾙﾐﾈ北千住店 6F 03-5813-0311

東京都 ＰＬＡＺＡ 錦糸町店 130-0022 墨田区江東橋3-14-5 JR錦糸町駅南口改札 外 03-5625-3025

東京都 ＰＬＡＺＡ 新木場ﾒﾄﾛﾋﾟｱ店 136-0082 江東区新木場1-6先新木場駅構内 03-3522-6683

東京都 ＰＬＡＺＡ 羽田空港第2ﾀｰﾐﾅﾙ店 144-0041 大田区羽田空港3-4-2 第2旅客ﾀ-ﾐﾅﾙﾋﾞﾙ ﾏ-ｹｯﾄﾌﾟﾚｲｽ 3F 03-5757-6211

東京都 ＰＬＡＺＡ 羽田空港第1ﾀｰﾐﾅﾙ店 144-0041 大田区羽田空港3-3-2 第1旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ ﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｲｽ B1F 03-5757-8159

東京都 ＰＬＡＺＡ ｱﾄﾚ恵比寿店 150-0022 渋谷区恵比寿南1-5-5 ｱﾄﾚ恵比寿 4F 03-5475-8344

東京都 ＰＬＡＺＡ ﾙﾐﾈｴｽﾄ新宿店 160-0022 新宿区新宿3-38-1 ﾙﾐﾈｴｽﾄ新宿店 4F 03-3354-5591

東京都 ＰＬＡＺＡ ﾙﾐﾈ荻窪店 167-0043 杉並区上荻1-7-1 ﾙﾐﾈ荻窪店 3F 03-3393-3411

東京都 ＰＬＡＺＡ 池袋ﾊﾟﾙｺ店 171-8557 豊島区南池袋1-28-2 ﾊﾟﾙｺ池袋店 M2F 03-5950-3711

東京都 ＰＬＡＺＡ ﾙﾐﾈ立川店 190-0012 立川市曙町2-1-1 ﾙﾐﾈ立川店 5F 042-528-6691

東京都 ＰＬＡＺＡ ｲｵﾝﾓｰﾙむさし村山店 208-0022 東京都武蔵村山市榎1丁目1-3-1033 ｲｵﾝﾓｰﾙむさし村山1F 042-590-3911

東京都 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ真光寺店 195-0051 町田市真光寺3-21-20 042-737-3638

東京都 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ東大和店 207-0021 東大和市立野3-1149-2 042-567-4138

東京都 島忠ﾎｰﾑｽﾞ 平井店 132-0035 江戸川区平井6-1-38 03-5247-7722

東京都 島忠ﾎｰﾑｽﾞ 葛西店 134-0084 江戸川区東葛西9-3-6 03-5659-2191
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都道府県 郵便番号 住所 電話番号

東京都 島忠ﾎｰﾑｽﾞ 東村山店 189-0003 東村山市久米川町1-36 042-399-8020

東京都 島忠ﾎｰﾑｽﾞ 町田三輪店 195-0054 町田市三輪町281-1 044-981-3061

東京都 島忠ﾎｰﾑｽﾞ 昭島店 196-0014 昭島市田中町3-8-5 042-500-2622

東京都 島忠ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 大谷田店 120-0001 足立区大谷田4-9-20 03-5697-6811

東京都 島忠ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 江東猿江店 135-0003 江東区猿江2-16-3 03-5669-7311

東京都 島忠ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 大田千鳥店 146-0083 大田区千鳥2-33-1 03-5741-7300

東京都 島忠ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 中野店 164-0001 中野区中野2-10-11 03-5342-6311

東京都 島忠ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 府中店 183-0044 府中市日鋼町1-26 042-358-3733

神奈川県 ＰＬＡＺＡ 横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾌﾟﾗｻﾞ店 220-8102 横浜市西区みなとみらい2-2-1-2 ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾌﾟﾗｻﾞ 2F 045-222-5216

神奈川県 ＰＬＡＺＡ ららぽｰと横浜店 224-0053 横浜市都筑区池辺町4035-1ららぽｰと横浜2F 045-938-5667

神奈川県 ＰＬＡＺＡ たまﾌﾟﾗｰｻﾞﾃﾗｽ店 225-8535 横浜市青葉区美しが丘1-1-2たまﾌﾟﾗｰｻﾞﾃﾗｽ ｹﾞｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ1F 045-905-0761

神奈川県 ＰＬＡＺＡ ﾐﾆﾌﾟﾗ長津田店 226-0027 横浜市緑区長津田4-1-1 東急田園都市線長津田駅構内 045-989-4011

神奈川県 ＰＬＡＺＡ ｳｨﾝｸﾞ上大岡店 233-0002 横浜市港南区上大岡西1-6-1 ｳｲﾝｸﾞ上大岡 3F 045-848-7911

神奈川県 ＰＬＡＺＡ 大船ﾙﾐﾈｳｨﾝｸﾞ店 247-0056 鎌倉市大船1-4-1 大船ﾙﾐﾈｳｲﾝｸﾞ 3F 0467-48-4570

神奈川県 ＰＬＡＺＡ ﾘｴｰﾙ藤沢店 251-0055 藤沢市南藤沢1-2 駅ﾋﾞﾙ ﾘｴｰﾙ藤沢3F 0466-50-2326

神奈川県 ＰＬＡＺＡ ﾐﾆﾌﾟﾗ 平塚ﾗｽｶ店 254-0034 平塚市宝町1-1 平塚ﾗｽｶ3F 0463-20-6220

神奈川県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ座間店 228-0024 座間市入谷5-1981-1 046-253-9231

神奈川県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ藤沢柄沢店 251-0003 藤沢市柄沢589-34 0466-55-1300

神奈川県 島忠ﾎｰﾑｽﾞ 川崎大師店 210-0818 川崎市川崎区中瀬3-20-20 044-270-3366

神奈川県 島忠ﾎｰﾑｽﾞ 新川崎店 230-0002 横浜市鶴見区江ヶ崎町15-30 045-581-0012

神奈川県 島忠ﾎｰﾑｽﾞ 新山下店 231-0801 横浜市中区新山下2-12-34 045-628-6200

神奈川県 島忠ﾎｰﾑｽﾞ 横須賀店 238-0013 横須賀市平成町2-14-5 046-822-0200

神奈川県 島忠ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 荏田店 225-0014 横浜市青葉区荏田西1-3-14 045-912-7855

神奈川県 島忠ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 横浜店 230-0078 横浜市鶴見区岸谷3-9-1 045-571-8585

神奈川県 島忠ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 海老名店 243-0419 海老名市大谷北1-1-1 046-234-5888

神奈川県 島忠ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 茅ヶ崎店 253-0042 茅ヶ崎市本村4-6-51 0467-54-8311

石川県 ＰＬＡＺＡ 金沢香林坊アトリオ店 920-0961 金沢市香林坊1-1-1 香林坊アトリオB1F 076-221-1911

石川県 920-0293 河北郡内灘町大学1-1 金沢医科大学内 076-218-8398

石川県 921-0848 金沢市京町28-8 076-252-1186

石川県 927-0433 鳳珠郡能登町宇出津夕98-2 0768-62-8166

石川県 927-0027 鳳珠郡穴水町宇川島夕1-1 0768-52-8311

静岡県 ＰＬＡＺＡ 静岡店 420-0857 静岡市葵区御幸町6-10 丸井静岡店けやきﾌﾟﾗｻﾞ 2F 054-221-7710

静岡県 ＰＬＡＺＡ ららぽーと磐田店 438-0801 磐田市高見丘1200番地 ららぽーと磐田2F 0538-38-5203

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ清水町店 411-0903 駿東郡清水町堂庭209-2 055-991-2988

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ桜堤店 411-0951 駿東郡長泉町桜堤2-6-1 055-980-5788

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ御殿場店 412-0045 御殿場市川島田石原坂370-5 0550-84-8800

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ富士宮小泉店 418-0022 富士宮市小泉字代官屋敷2160-1 0544-28-5688

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ阿幸地店 418-0071 富士宮市東阿幸地135 0544-28-6200

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ田中町店 418-0075 富士宮市田中町299-1 0544-25-5100

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ柳町店 420-0007 静岡市葵区柳町42-2 054-653-1898
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静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ千代田店 420-0803 静岡市葵区千代田2-1-13 054-248-9388

静岡県 高田薬局 櫻工房ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ 420-0821 静岡市葵区柚木191　MARK IS 静岡１階102-A 054-267-3155

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ新静岡ｾﾉﾊﾞ店 420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目1-1 054-653-5888

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞｱｽﾃｨ店 420-0851 静岡市葵区黒金町46-1 054-205-1882

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ川合店 420-0923 静岡市葵区川合1-10-10 054-655-3535

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ松富店 420-0941 静岡市葵区松富4-2-1 054-253-5388

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞあさはた店 420-0961 静岡市葵区北1754-1 054-209-0881

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ東瀬名店 420-1912 静岡市葵区東瀬名町6-5 054-655-1885

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ東新田店 421-0111 静岡市駿河区丸子新田234-4 054-256-0988

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞみずほ店 421-0115 静岡市駿河区みずほ2-15-1 054-258-5488

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ住吉店 421-0301 榛原郡吉田町住吉681-2 0548-34-1300

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ榛原店 421-0421 牧之原市細江4561-1 0548ｰ22ｰ7884

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ相良店 421-0526 牧之原市大沢672-1 0548-52-4884

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ新岡部店 421-1131 藤枝市岡部町内谷803-1 054-667-7088

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ羽鳥店 421-1215 静岡市葵区羽鳥2-21-20 054-276-0600

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ安倍口店 421-2114 静岡市葵区安倍口新田454-1 054-296-9888

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ岩淵店 421-3305 富士市岩淵777-2 0545-56-2177

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ池田店 422-8005 静岡市駿河区池田615-5 054-655-1101

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ登呂店 422-8033 静岡市駿河区登呂6丁目2-15 054-288-0289

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ新高松店 422-8035 静岡市駿河区宮竹１丁目５－３５ 054-236-1771

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ中田店 422-8041 静岡市駿河区中田2丁目10番3号 054-202-9588

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ西脇店 422-8044 静岡市駿河区西脇30-1 054-286-4988

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ中原店 422-8058 静岡市駿河区中原131-3 054-286-8018

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ高部店 424-0008 静岡市清水区押切292 054-346-4086

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ天王店 424-0017 静岡市清水区天王東6-16 054-361-0380

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ北脇店 424-0052 静岡市清水区北脇261-2 054-348-2388

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ秋吉町店 424-0801 静岡市清水区秋吉町3-33 054-371-2288

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ清水駅店 424-0816 静岡市清水区真砂町1-1 054-361-1888

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ有東坂店 424-0873 静岡市清水区有東坂1-248-1 054-349-2488

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ駒越店 424-0917 静岡市清水区駒越西1-2-70 054-337-0917

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ村松店 424-0926 静岡市清水区村松1-4-1 054-337-0788

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ下清水店 424-0939 静岡市清水区下清水町5-30 054-355-1002

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ焼津南店 425-0034 焼津市与惣次64 054-623-8534

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ田尻北店 425-0051 焼津市田尻北261 054-656-1188

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ小柳津店 425-0073 焼津市小柳津218-1 054-629-8814

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ小土店 425-0086 焼津市小土488 054-621-6688

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ八楠店 425-0091 焼津市八楠2-29-6 054-620-9388

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ田中店 426-0012 藤枝市田中2-14-17 054-647-2588

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ茶町店 426-0023 藤枝市茶町3丁目3-38 054-647-3822

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ高洲店 426-0046 藤枝市高洲1丁目13-34 054-634-1088

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ青葉町店 426-0066 藤枝市青葉町1丁目2番25号 054-637-3887

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ駿河台店 426-0077 藤枝市駿河台2丁目17-1 054-646-5858

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ藪田店 426-0201 藤枝市下藪田字前田123-1 054-638-5808

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞしずてつ東町店 427-0011 島田市東町2685番地 0547-35-7889

取扱い店名
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静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ道悦店 427-0019 島田市道悦1丁目13番25号 0547-37-1828

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ島田店 427-0046 島田市若松町2727-1 0547-33-1880

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ井口店 427-0104 島田市井口1121 0547-38-7818

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ船越店 430-0913 浜松市中区船越26-10 053-467-4658

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ雄踏店 431-0102 浜松市西区雄踏町宇布見5146 053-597-0300

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ新居店 431-0302 湖西市新居町新居字向島3380番70 053-595-0611

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ新所原店 431-0425 湖西市駅南4丁目4-24 053-573-3100

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ三ｹ日店 431-1414 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日180 053-525-2488

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ上浅田店 432-8042 浜松市中区上浅田1-8-7 053-413-2528

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ三方原店 433-8105 浜松市北区三方原町387-1 053-437-8658

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ浜北店 434-0033 浜松市浜北区西美薗369-1 053-584-1011

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ掛川店 436-0342 掛川市上西郷508-1 0537-62-4882

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ森町店 437-0215 周智郡森町森1531-1 0538-85-9988

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ大東店 437-1421 掛川市大坂2822-1 0537-72-8388

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ小笠店 437-1514 菊川市下平川5210-1 0537-73-8068

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ岩井店 438-0016 磐田市岩井2333-3 0538-39-1311

静岡県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ菊川南店 439-0025 菊川市土橋342 0537-36-6861

静岡県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ菊川店 439-0031 菊川市加茂2555 0537-36-3848

愛知県 ＰＬＡＺＡ 名古屋ﾓｿﾞﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ店 452-0817 名古屋市西区二方町40番地 ﾓｿﾞﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ2F 052-508-5525

愛知県 ＰＬＡＺＡ ｲｵﾝﾓｰﾙ熱田店 456-8763 名古屋市熱田区六野1-2-11 ｲｵﾝﾓｰﾙ熱田1F 052-626-5003

愛知県 ＰＬＡＺＡ 名古屋ｱﾈｯｸｽ店 460-0003 名古屋市中区錦3-5-4 ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸｱﾈｯｸｽ 3F 052-961-0091

愛知県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ平川本町店 440-0038 豊橋市平川本町1-12-2 0532-69-3988

愛知県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ曙町店 441-8151 豊橋市曙町字南松原13番1号 0532-38-8088

愛知県 高田薬局 薬局ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ蔵子店 442-0842 豊川市蔵子5丁目16-15 0533-83-8583

愛知県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ高浜田戸町店 444-1323 高浜市田戸町4丁目5-25 0566-54-3755

愛知県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ大樹寺店 444-2134 岡崎市大樹寺2丁目15-4 0564-65-5655

愛知県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ生路店 470-2104 知多郡東浦町生路池下119番地 0562-82-5700

愛知県 高田薬局 ｳｲﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ朝日町店 471-0031 豊田市朝日町2丁目65 0565-37-3838

大阪府 ＰＬＡＺＡ 京橋京阪ﾓｰﾙ店 534-0024 大阪市都島区東野田2丁目1-38 京阪ﾓｰﾙ ﾎﾃﾙ館2F 06-6242-8882

大阪府 ＰＬＡＺＡ ｲｵﾝﾓｰﾙ堺北花田店 591-8008 堺市北区東浅香山町4-1-12 ｲｵﾝﾓｰﾙ堺北花田 2F 072-246-3020

兵庫県 ＰＬＡＺＡ 三宮店 650-0021 神戸市中央区三宮町1-5-8 LABI三宮 B1F 078-391-5792

兵庫県 ＰＬＡＺＡ 神戸三田ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｱｳﾄﾚｯﾄ店 651-1515 神戸市北区上津台7-3 神戸三田ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｱｳﾄﾚｯﾄ610区 078-983-3791

兵庫県 ＰＬＡＺＡ 阪急西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ店 663-8204 西宮市高松町14-2 阪急西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ1F 0798-68-6611

岡山県 ＰＬＡＺＡ 岡山一番街店 700-0024 岡山市北区駅元町一番街地下2号 086-235-5545

広島県 ＰＬＡＺＡ 広島店 730-0011 広島市中区基町6-27 ｱｸｱ広島ｾﾝﾀｰ街 2F 082-511-9911

福岡県 ＰＬＡＺＡ 福岡ｿﾗﾘｱﾌﾟﾗｻﾞ店 810-0001 福岡市中央区天神2-2-43 ｿﾗﾘｱﾌﾟﾗｻﾞ B1F 092-718-1211

福岡県 ＰＬＡＺＡ 福岡ｲﾑｽﾞ店 810-0001 福岡市中央区天神1-7-11 天神ｲﾑｽﾞﾋﾞﾙ B2F 092-733-2121

沖縄県 メガネ一番 石川店 904-1106 うるま市石川1-14-1 ｲｵﾝﾀｳﾝ石川内 098-965-6366

沖縄県 メガネ一番 中の町店 904-0031 沖縄市上地1-11-3 1階 098-930-0231

沖縄県 メガネ一番 ｺﾝﾀｸﾄｾﾝﾀｰ中の町店 904-0031 沖縄市上地1-11-3 2階 098-930-2553

沖縄県 メガネ一番 名護店 905-0011 名護市宮里6-4-21 0980-52-4543

沖縄県 メガネ一番 愛知店 901-2206 宜野湾市愛知45 098-892-3745
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沖縄県 メガネ一番 小禄店 901-0156 那覇市田原1-4-1 ｻﾝﾋﾙｽﾞ田原1階 098-858-5353

沖縄県 メガネ一番 読谷店 904-0316 中頭郡読谷村大木460-1 098-982-8888

沖縄県 メガネ一番 首里店 903-0804 那覇市首里石嶺町2-5-7 098-882-1122

沖縄県 メガネ一番 浦添店 901-2132 浦添市宮城6-1-21 098-942-0110

沖縄県 メガネ一番 新都心店 900-0004 那覇市銘苅2-4-18 098-941-6833

沖縄県 メガネ一番 美里店 904-2155 沖縄市美原3-22-11 098-937-0050

沖縄県 メガネ一番 一日橋店 902-0073 那覇市上間275-1 098-832-0110

沖縄県 メガネ一番 豊見城店 901-0242 豊見城市高安317-1 098-851-1800

沖縄県 メガネ一番 宮古店 906-0012 宮古島市平良西里973-1 0980-74-2525

沖縄県 メガネ一番 ｻﾝｴｰ西原ｼﾃｨ店 903-0102 中頭郡西原町嘉手苅130ｻﾝｴｰ西原ｼﾃｨ店内 1階 098-882-9199

沖縄県 メガネ一番 ｻﾝｴｰ与勝ｼﾃｨ店 904-2311 うるま市勝連南風原5111ｻﾝｴｰ与勝ｼﾃｨ 098-978-1111

沖縄県 メガネ一番 宜野湾宇地泊店 901-2227 宜野湾市宇地泊701 098-890-2000

沖縄県 メガネ一番 ｻﾝｴｰ糸満しおざきｼﾃｨ店 901-0300 糸満市潮崎町2-2 ｻﾝｴｰ糸満しおざきｼﾃｨ 098-992-8855

沖縄県 メガネ一番 八重山店 907-0002 石垣市真栄里544-1 0980-84-2288

沖縄県 メガネ一番 ｺﾝﾀｸﾄｾﾝﾀｰ宮古店 906-0015 宮古島市平良久貝1064-10-2 0980-74-2225

沖縄県 メガネ一番 補聴器ｾﾝﾀｰ 901-2211 宜野湾市宜野湾1-5-13 098-896-1133

取扱い店名


