
抗原検査キット（医療用）取り扱い店舗 2022年1月5日現在
都道府県 市区町村 薬局名 所在地 電話番号

八戸市 アイセイ薬局八戸中央店 八戸市大字番町35-1 0178-22-0321
大間町 アイセイ薬局大間店 下北郡大間町大字大間字大間平20-157 0175-32-1110

赤玉薬局駅前店 能代市元町7-17 0185-53-4616
赤玉薬局川反町店 能代市川反町1-25 0185-89-6110

三種町 赤玉薬局八竜店 山本郡三種町浜田字東浜田139-2 0185-85-4881
岩手県 奥州市 アイセイ薬局江刺病院前店 奥州市江刺西大通り4-24 0197-31-2566

富谷市 アイセイ薬局明石台店 富谷市明石台6-1-20 022-739-7515
アイセイ薬局長町南店 仙台市太白区長町7-20-5 ララガーデン長町４F 022-746-8578
アイセイ薬局一番町南店 仙台市青葉区北目町3-9 一番町南診療所ビル1階 022-217-6707
アイセイ薬局駿河台店 千代田区神田小川町3-8 中北ビル１階 03-3292-9383
アイセイ薬局九段南店 千代田区九段南1-6-17 千代田会館ビル１階 03-5226-0033
アイセイ薬局日本橋室町店 中央区日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビル７Ｆ 03-3548-0141
アイセイ薬局勝どき店 中央区勝どき3-5-5 AIP勝どき駅前ビル3F 03-3533-0225

港区 アイセイ薬局内幸町店 港区西新橋1丁目3番1号 西新橋スクエア　3階301区 03-3595-1601
台東区 アイセイ薬局三ノ輪店 台東区竜泉2丁目19番18号 中川ビル1階 03-5808-1210
文京区 アイセイ薬局後楽園店 文京区小石川2-1-13 03-5805-2823

アイセイ薬局東十条店 北区王子5-1-40 サミットストア王子桜田通り店　2F 03-5902-3015
アイセイ薬局志茂店 北区志茂2-12-6 03-5249-7338
アイセイ薬局町屋店 荒川区町屋3-9-12 03-3895-6900
アイセイ薬局南千住店 荒川区南千住8-4-5-106 03-5850-5599
アイセイ薬局足立西伊興店 足立区西伊興1-4-5 伊興コーポ１階 03-5838-1301
アイセイ薬局舎人店 足立区舎人1-11-10 03-5837-1777
アイセイ薬局足立加賀店 足立区加賀2-26-17 03-5647-0909

葛飾区 アイセイ薬局西新小岩店 葛飾区西新小岩4-17-6 03-5671-5024
はなまる薬局小岩駅前店 江戸川区南小岩7-24-20 FIRSTA Ⅰ 2F 03-5622-3508
アイセイ薬局船堀店 江戸川区船堀3-8-1 03-5679-7571
アイセイ薬局南葛西店 江戸川区南葛西6-17-1 ザ・ファミリア101 03-3869-2432
アイセイ薬局森下店 江東区森下3-20-6 モナークコート101 03-5669-6138
はなまる薬局北砂店 江東区北砂2－17－1 アリオ北砂3F 03-5665-3877

品川区 アイセイ薬局西大井店 品川区西大井1-4-25 2F ｺｱ･ｽﾀｰﾚ西大井第一ﾋﾞﾙ 03-5746-9180
大田区 アイセイ薬局大森町店 大田区大森西3-20-8 03-5767-5767
渋谷区 アイセイ薬局笹塚店 渋谷区笹塚1-56-10 笹塚総榮ビル1階1-2区画 03-5308-2550

アイセイ薬局千歳烏山店 世田谷区南烏山5丁目16番4号 Ｓａｌｕｄ南烏山1階 03-5384-7030
アイセイ薬局千歳台店 世田谷区千歳台2-14-7 03-5490-8075
アイセイ薬局富久店 新宿区富久町17-2 03-5366-6116
アイセイ薬局江戸川橋店 新宿区水道町4番13号 三晃ビル3F 03-5206-6400

中野区 アイセイ薬局新中野店 中野区本町四丁目45番9号 03-5342-3527
杉並区 アイセイ薬局西荻店 杉並区西荻北3-32-12 03-5303-0785
豊島区 アイセイ薬局千川店 豊島区要町三丁目39番5号 アジリア千川駅前　2F 03-5986-0222
板橋区 はなまる薬局高島平店 板橋区徳丸7丁目1-1-3階 03-5945-2665

アイセイ薬局上石神井店 練馬区関町南1-9-50 03-5927-4433
アイセイ薬局石神井公園店 練馬区石神井町3-24-7 岩田ビル 03-5923-5944
アイセイ薬局成増駅前店 板橋区成増2-14-5 EH第２ビル 03-5968-8260
アイセイ薬局東大泉店 練馬区東大泉6-34-47 ｺﾝﾌｫｰﾄ大泉学園Ⅱ101 03-5947-7158
アイセイ薬局大泉学園店 練馬区大泉学園町7-15-16 ハナブサ第一ビル1F 03-5933-1193
アイセイ薬局大泉学園駅前店 練馬区東大泉5-40-24 サンダリオンビル1F 03-3921-0256

武蔵野市 はなまる薬局武蔵境店 武蔵野市境一丁目15番5 グランシャルール武蔵境 0422-59-0797
アイセイ薬局三鷹店 三鷹市北野4-12-17 0422-70-3188
アイセイ薬局三鷹駅前店 三鷹市下連雀三丁目36番1号 305 0422-79-5570

調布市 アイセイ薬局国領店 調布市国領町3-3-20 よろずやビル104 042-440-3346
府中市 アイセイ薬局晴見町店 府中市晴見町3-11-19 メゾン晴見1F 042-334-1554
小平市 アイセイ薬局小平店 小平市喜平町1-7-17 042-320-4004
東村山市 アイセイ薬局東村山店 東村山市野口町1-46 ワンズタワー4Ｆ 042-399-0141
あきる野市 アイセイ薬局五日市店 あきる野市舘谷156-1 042-595-3567

アイセイ薬局万町店 八王子市万町175-1 042-621-1556
アイセイ薬局堀之内店 八王子市堀之内3-35-13 谷合ビル101 042-670-2593
アイセイ薬局堀之内駅前店 八王子市別所2-2-1 ｸﾚｳﾞｨｱ京王堀之内ﾊﾟｰｸﾅｰﾄﾞⅡ1Ｆ 042-653-3491
アイセイ薬局町田根岸店 町田市根岸1-13-17 042-789-0375
アイセイ薬局町田なかまち店 町田市中町3-14-11 ステージ中町 042-710-8007

西東京市 アイセイ薬局住吉店 西東京市住吉町6-13-27 042-439-4341
多摩市 アイセイ薬局多摩センター店 多摩市落合1-35 ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ多摩ｾﾝﾀｰ2階 042-355-8233
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アイセイ薬局若葉台店 稲城市若葉台2-4-4 若葉台駅前KMﾋﾞﾙ 042-350-6171
アイセイ薬局稲城店 稲城市東長沼3107-4 京王リトナード稲城3階302 042-370-2131
アイセイ薬局川崎田町店 川崎市川崎区田町1-5-1 044-280-4823
アイセイ薬局八丁畷駅前店 川崎市川崎区池田1-6-3 044-221-5081
アイセイ薬局武蔵小杉店 川崎市中原区新丸子東3-1100-14　2F 044-431-0037
アイセイ薬局元住吉店 川崎市中原区木月住吉町2-13 044-430-1051
アイセイ薬局武蔵中原店 川崎市中原区下小田中2-4-29 044-766-7600
アイセイ薬局川崎小倉店 川崎市幸区小倉5-19-23 クロスガーデン川崎207 044-580-3307
アイセイ薬局溝の口店 川崎市高津区久本3-2-1 044-813-2767
アイセイ薬局高津区役所前店 川崎市高津区下作延2-4-3 044-862-6627
アイセイ薬局中野島店 川崎市多摩区中野島3-14-37 044-930-8580
はなまる薬局登戸店 川崎市多摩区登戸2428 NOBORITO GATE BUILDING 404 044-922-0150
アイセイ薬局新百合ヶ丘店 川崎市麻生区万福寺1-1-2 シティモール401 044-969-7077 
アイセイ薬局梶ヶ谷店 川崎市高津区末長1-23-17 梶ヶ谷Jビルディング 044-870-5051
アイセイ薬局鷺沼店 川崎市宮前区有馬5-19-7-102 中屋敷ビル 044-862-8622
アイセイ薬局宮崎台店 川崎市宮前区宮崎2－10－2 1階 044-870-1066
はなまる薬局鷺沼駅前店 川崎市宮前区鷺沼１丁目18-10 フレンド・ベース102 044-853-5255
アイセイ薬局新横浜店 横浜市港北区新横浜2-6-16 367新横浜1階 045-476-5160
アイセイ薬局大倉山商店街店 横浜市港北区大倉山3-41-22 045-531-6025
アイセイ薬局北山田店 横浜市都筑区北山田1-9-3 045-595-2280
アイセイ薬局第２北山田店 横浜市都筑区北山田1-9-3 045-590-3130
アイセイ薬局センター南店 横浜市都筑区茅ヶ崎中央1番2号 センター南駅光ビル4階 045-949-1389
アイセイ薬局ららぽーと横浜店 横浜市都筑区池辺町4035-1 045-930-1275
アイセイ薬局磯子店 横浜市磯子区森１丁目９番１号 アクロスキューブ磯子３階 045-349-4694
はなまる薬局上星川店 横浜市保土ケ谷区上星川３丁目２－１０－２０５ 045-372-3066
アイセイ薬局三ツ境店 横浜市瀬谷区二ツ橋町303-5 045-369-7151
アイセイ薬局本郷台店 横浜市栄区本郷台3-1-9 045-891-2993

小田原市 アイセイ薬局富水店 小田原市堀之内218-1 0465-38-0737
アイセイ薬局藤沢本町店 藤沢市藤沢1-3-12 0466-54-6170
アイセイ薬局藤沢店 藤沢市藤沢530-10 FSCビル1F 0466-54-0310

座間市 アイセイ薬局相模が丘店 座間市相模が丘5-42-11 042-701-9331
アイセイ薬局相模大野店 相模原市南区相模大野3-3-1 bono（ボーノ）相模大野405号 042-702-0383
アイセイ薬局第２相模大野店 相模原市南区相模大野3-3-1 bono（ボーノ）相模大野403号 042-701-6630
アイセイ薬局千葉みなと店 千葉市中央区中央港1-29-4 043-242-2730
アイセイ薬局幕張店 千葉市花見川区幕張町5-417-243 043-298-1830
アイセイ薬局稲毛店 千葉市稲毛区小仲台2-6-5 043-207-6595
アイセイ薬局おおたかの森店 流山市おおたかの森南3-8 LEVENおおたかの森 アネックス棟2Ｆ 04-7159-5015
はなまる薬局おおたかの森南口店 流山市おおたかの森南2-34-1 Kおおたかの森ビル1F 04-7150-2283

我孫子市 アイセイ薬局布佐店 我孫子市布佐834 04-7136-7071
印西市 アイセイ薬局印西牧の原店 印西市牧の台1-1-2 0476-40-0710
白井市 アイセイ薬局白井店 白井市冨士129-28 047-441-3070
松戸市 アイセイ薬局八柱店 松戸市日暮2-3-15 047-384-6525
市川市 はなまる薬局行徳店 市川市行徳駅前1丁目26-12 行徳駅前六甲ビル 047-356-0137

アイセイ薬局船橋本町店 船橋市本町1-25-31 047-460-1981
アイセイ薬局高根台店 船橋市高根台4-32-1 ﾒﾃﾞｨｼｰﾇ高根台1F 047-463-9065
アイセイ薬局薬園台店 船橋市薬円台6-6-2 047-496-1311
アイセイ薬局金杉店 船橋市金杉町103-4 047-429-0031
アイセイ薬局京成船橋店 船橋市本町1-13-19 047-495-1500
アイセイ薬局新船橋店 船橋市山手3-1-12 新船橋クリニックファーム 047-432-3741
アイセイ薬局東船橋店 船橋市高根台4-32-1 ｼｬﾝﾌﾞﾙ学1FA号 047-497-8321

八千代市 アイセイ薬局八千代台店 八千代市八千代台西9-2-20 047-481-3655
アイセイ薬局柏店 柏市柏4-6-20 04-7165-7075
はなまる薬局柏一丁目店 柏市柏1-5-4 K・SITYビル1-A 04-7163-7580
アイセイ薬局南柏店 柏市南柏中央1-6 宇佐美ビル1F 04-7171-5522
アイセイ薬局南柏駅前店 柏市南柏中央2-9 04-7170-8222
アイセイ薬局高柳店 柏市高柳471-9 04-7193-0056

浦安市 アイセイ薬局美浜店 浦安市美浜3-25-15 047-351-0281
アイセイ薬局臼井店 佐倉市王子台1-20-12 043-460-3351
アイセイ薬局志津店 佐倉市上志津1660 043-487-1543

木更津市 アイセイ薬局ほたる野店 木更津市ほたる野3-23-1 0438-30-5071
富津市 アイセイ薬局ななせ店 富津市青木1645-11 0439-87-1110
守谷市 アイセイ薬局イオンタウン守谷店 守谷市百合ヶ丘3-249 0297-47-1120
坂東市 アイセイ薬局坂東店 坂東市矢作天王前1680-2 0297-30-2626
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桜川市 アイセイ薬局さくらがわ店 桜川市高森字西飯島1023-3 0296-58-8700
アイセイ薬局水戸青柳店 水戸市青柳町4052 029-302-8555
アイセイ薬局水戸店 水戸市元吉田町1636-3 029-246-0927
アイセイ薬局緑岡店 水戸市千波町2269-2 029-241-9210
アイセイ薬局けやき台店 水戸市酒門町3142-8 029-240-1003

茨城町 アイセイ薬局茨城町店 東茨城郡茨城町大字小鶴124 029-219-1527
日立市 アイセイ薬局日立北店 日立市十王町友部東2-5-25 0294-20-2027
ひたちなか市アイセイ薬局中根店 ひたちなか市大字中根4787-1 029-354-1551
常陸大宮市アイセイ薬局常陸大宮店 常陸大宮市田子内町3031-3 0295-54-1211

アイセイハート薬局浦和仲町店 さいたま市浦和区仲町一丁目3番5号 048-815-6650
アイセイ薬局大宮片柳店 さいたま市見沼区片柳1313-7 048-615-0011
アイセイ薬局武蔵浦和店 さいたま市南区白幡4-21-8 048-837-8857
アイセイ薬局白鍬店 さいたま市桜区大字白鍬322番地3 048-840-4837
アイセイ薬局東川口店 川口市戸塚1-5-28 048-297-1193
アイセイ薬局東川口北店 川口市東川口5-30-7 048-290-5556
アイセイ薬局川口前川店 川口市前川1-1-53 048-264-5061
アイセイ薬局第２東川口店 川口市戸塚2-4-1 ヒルトップ東川口1階 048-291-3460
アイセイ薬局戸塚安行店 川口市戸塚南2-16-12 048-291-0361
アイセイハート薬局南前川店 川口市南前川2丁目4番8号 048-264-7888
アイセイ薬局北戸田店 戸田市大字新曽2220-1-102号 048-434-5778
アイセイ薬局戸田駅前店 戸田市新曽６６２ T-FRONTE　３F 048-434-6381
アイセイ薬局草加吉町店 草加市吉町3-1-30 048-926-2330
アイセイ薬局松原団地店 草加市松原1-7-22-B 048-946-1522

八潮市 はなまる薬局八潮店 八潮市大瀬五丁目1-15 SAIYU 3rd VILLAGE 101 048-994-1516
アイセイ薬局三郷高州店 三郷市高州1-181-2 048-948-3310
アイセイ薬局三郷中央店 三郷市中央1-2-1 ザ・ライオンズ三郷中央105 048-949-1011
アイセイ薬局新越谷店 越谷市南越谷4-9-5 クリニックｽﾃｰｼｮﾝ新越谷1F 048-990-5558
アイセイ薬局越谷船渡店 越谷市船渡165－5 048-970-3101

坂戸市 アイセイ薬局坂戸西店 坂戸市大字新堀270番地10 049-288-0408
川越市 アイセイ薬局川越駅前店 川越市脇田本町１番地5 049-291-6170

アイセイ薬局北朝霞店 朝霞市浜崎1-2-10 アゴラ21 048-486-0190
アイセイ薬局朝霞台店 朝霞市西原2-4-17 ジェミニビル 048-476-9922

新座市 アイセイ薬局新座店 新座市野火止5-2-35 1F 048-483-6669
志木市 アイセイ薬局志木店 志木市幸町4-4-9 048-470-0557
ふじみ野市 アイセイ薬局ふじみ野店 ふじみ野市ふじみ野３丁目９番１２号 049-256-8222
所沢市 アイセイ薬局東所沢店 所沢市東所沢和田1-1-8 04-2951-2080

群馬県 伊勢崎市 アイセイ薬局伊勢崎店 伊勢崎市境百々171-8 0270-75-0633
山梨県 甲府市 アイセイ薬局国母店 甲府市国母8-28-18 055-288-1188

アイセイ薬局草薙店 静岡市清水区草薙一里山18-24 054-344-1352
アイセイ薬局清水巴店 静岡市清水区巴町13-11 054-351-5050

藤枝市 アイセイ薬局藤枝店 藤枝市水上字鳥越332-5 054-645-8288
アイセイ薬局高丘店 浜松市中区高丘東2-8-27 053-414-1551
アイセイ薬局三方原店 浜松市北区三方原町566-3 053-414-5760
アイセイ薬局大瀬店 浜松市東区大瀬町2523-3 053-431-4657
アイセイ薬局湖東店 浜松市西区湖東町1487-39 053-484-3328
アイセイ薬局コスモス店 浜松市北区三方原町100番地の13 053-439-9199
アイセイ薬局豊橋大山店 豊橋市大山町字松荒9-4 0532-38-5155
アイセイ薬局つつじが丘店 豊橋市つつじが丘2-7-25 0532-69-1551
アイセイ薬局こもぐち店 豊橋市菰口町5-101 0532-34-2026
アイセイ薬局東田店 豊橋市岩田町字道合83-1 0532-69-5051

新城市 アイセイ薬局新城店 新城市平井字新栄126-1 0536-24-1881
アイセイ薬局国府店 豊川市国府町茶ノ休44-2 0533-88-1555
アイセイ薬局豊川馬場店 豊川市馬場町松下99-2 0533-83-8285

蒲郡市 アイセイ薬局竹谷店 蒲郡市竹谷町宮前10-4 0533-66-3883
アイセイ薬局岡崎店 岡崎市高隆寺町字茅原田12-2 0564-65-7660
アイセイ薬局中島中町店 岡崎市中島中町4-3-15 0564-57-7033
アイセイ薬局羽根店 岡崎市羽根町字若宮18-3 0564-57-8558
アイセイ薬局明大寺店 岡崎市明大寺町池下27-1 0564-57-8660
アイセイ薬局稲熊店 岡崎市稲熊町字1-145-3 0564-23-5855
アイセイ薬局洞店 岡崎市洞町字西浦5-3 0564-26-6618
アイセイ薬局岡町店 岡崎市岡町字方便1-21 0564-57-2501
アイセイ薬局牧御堂店 岡崎市牧御堂町油田60 0564-57-0317
アイセイ薬局第２洞店 岡崎市洞町東前田27-5 0564-65-3836

埼玉県

静岡県

愛知県

水戸市

さいたま市

川口市

戸田市

草加市

三郷市

越谷市

朝霞市

静岡市

浜松市

豊橋市

豊川市

岡崎市



アイセイ薬局豊田東山店 豊田市東山町6-1084-6 0565-87-1071
アイセイ薬局豊田大沼店 豊田市大沼町新井前東86-1 0565-91-0800

清須市 アイセイ薬局春日店 清須市春日新堀81番 052-737-7595
安城市 アイセイ薬局安城横山店 安城市横山町横山46-18 0566-71-1720
稲沢市 アイセイ薬局稲沢店 稲沢市下津住吉町24-1 0587-34-6808
一宮市 アイセイ薬局一宮奥町店 一宮市奥町三出104-4 0586-63-3608
尾張旭市 アイセイ薬局尾張旭店 尾張旭市狩宿町3丁目62番地 0561-55-7900
稲沢市 いずみ調剤薬局 稲沢市国府宮4丁目19番1号 0587-33-4844

アイセイ薬局松河戸店 春日井市松河戸町3-5-12 0568-86-3026
アイセイ薬局神領店 春日井市神領町2-20-21 0568-82-5589
アイセイ薬局ネオポリス店 春日井市神屋町字海道714-6 0568-93-1220
アイセイ薬局けやき店 春日井市南下原町4丁目9番地11 0568-57-1639
アイセイ薬局かえで店 春日井市大留町9-3-5 0568-53-4077
アイセイ薬局竹の山店 日進市竹の山2-2310 0561-74-8017
アイセイ薬局日進赤池店 日進市赤池町箕ノ手1 052-847-3170
アイセイ薬局上前津店 名古屋市中区大須4-10-40 ｶｼﾞｳﾗﾃｯｸｽﾋﾞﾙ1階 052-238-4600
アイセイ薬局神の倉店 名古屋市緑区赤松203 052-875-2278
アイセイ薬局小本本町店 名古屋市中川区小本本町3-90-2 052-369-2566
アイセイ薬局中島店 名古屋市中川区昭和橋通5-30-2 052-355-1800
アイセイ薬局浄心店 名古屋市西区上名古屋2-3-1 052-524-6658
ファーマシーイズミ 名古屋市北区上飯田北町2-7 052-911-2061
中部調剤薬局 名古屋市北区上飯田北町2-1-3 フレアノール１Ｆ 052-916-9711
マルゼン薬局 名古屋市北区上飯田北町2-5 052-991-5090
平安薬局 名古屋市北区平安2-2-10 ＩＴＯビル１Ｆ 052-910-5611
サン・イズミ薬局 名古屋市北区五反田町128 バオインフジ１Ｆ 052-903-8581
うきの調剤薬局 名古屋市西区浮野町21-2 052-504-7101
いずみ薬局　志賀店 名古屋市北区志賀町2-65 志賀ビル１Ｆ 052-508-8886
いずみ薬局　安井店 名古屋市北区安井4-14-60 052-508-6215
いずみ薬局上飯田南店 名古屋市北区上飯田南町2-83-4 052-982-6237
あかつき調剤薬局 名古屋市緑区細口1-204 052-879-5255

小牧市 いずみ薬局小木店 小牧市小木南2-31-2 0568-74-2700
いずみ薬局上条店 春日井市上条町1-146 第３栄林ビル１Ｆ 0568-85-5551
いずみ薬局春日井店 春日井市妙慶町3-22-2 0568-35-2801

長久手市 いずみ薬局長久手店 長久手市塚田1204 0561-76-4166
北名古屋市いずみ薬局北名古屋店 北名古屋市鹿田西村前93-1 0568-54-3101
中津川市 アイセイ薬局中津川市民病院前店 中津川市駒場字西山1666-3908 0573-65-7030
揖斐川町 アイセイ薬局揖斐川店 揖斐郡揖斐川町三輪105 0585-21-0171
海津市 アイセイ薬局南濃店 海津市南濃町松山195-1 0584-59-2311
下呂市 アイセイ薬局下呂店 下呂市森字上ヶ平2331番3 0576-23-0722

アイセイ薬局唐崎店 大津市蓮池町14-25 077-526-8166
はなまる薬局大津におの浜店 大津市におの浜三丁目５番１３号 クリニックステーション大津におの浜 1階 077-510-0600
アイセイ薬局歌島店 大阪市西淀川区歌島2-3-2 06-6476-5621
アイセイ薬局都島店 大阪市都島区友渕町2-15-7 M. Y. Sビル1階 06-6926-1112
はなまる薬局鴫野駅前店 大阪市城東区鴫野西5丁目1番24号 JR鴫野駅NKビル2-1区画 06-4258-8780
はなまる薬局野江店 大阪市城東区成育2丁目13番27号 クリニックステーション野江1-A 06-6935-2060
はなまる薬局あびこ駅前店 大阪市住吉区我孫子東2丁目７番38号 マサキタビル 1階 06-6693-0005
はなまる薬局西本町店 大阪市西区西本町2丁目1番4号 宇佐美西本町ビル　1-A 06-6535-8871
オーケー薬局 大阪市東住吉区山坂5-16-1 山坂マンション1階 06-6605-1200
アイセイ薬局豊中少路店 豊中市少路2丁目3番22号 06-6845-3074
はなまる薬局豊中本町店 豊中市本町1丁目8番5号 アクロスキューブ豊中2階 06-4865-5670
アイセイ薬局南新町店 松原市南新町1-11-26 072-333-1051
アイセイ薬局河内天美店 松原市天美東8-1-9チエロ・マレ天美東1Ｂ 072-337-7066
アイセイ薬局松ヶ丘店 松原市松ヶ丘3-3-23 072-337-5551
アイセイ薬局松原店 松原市阿保3-15-24 072-338-3577

羽曳野市 アイセイ薬局たかわし店 羽曳野市高鷲9-1-2 072-931-7277
高石市 アイセイ薬局高石店 高石市綾園1-1-15 072-265-1160
泉大津市 アイセイ薬局いずみファミリー店 泉大津市池園町15-36 0725-33-7072
和泉市 アイセイ薬局ららぽーと和泉店 和泉市あゆみ野4-4-7 2F 23301 0725-51-2821
泉佐野市 アイセイ薬局泉佐野店 泉佐野市鶴原832-1 072-464-2801

アイセイ薬局栂・美木多店 堺市南区原山台2丁2番1号 トナリエ栂・美木多１F 072-290-0235
はなまる薬局栂・美木多店 堺市南区原山台2丁2番1号 トナリエ栂・美木多１F 072-284-6611
はなまる薬局なかもず店 堺市北区長曽根町3082-1 クリニックステーションなかもず1階 072-240-3565
アイセイ薬局上堀川店 京都市北区紫竹下芝本町23 075-494-2677
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アイセイ薬局千本今出川店 京都市上京区今出川通千本西入南上善寺町165 シカタ　ドゥーズ　ビルディング1階 075-466-2120

アイセイ薬局烏丸御池店 京都市中京区東洞院通二条下る瓦之町387-4 075-231-1166
アイセイ薬局松ヶ崎店 京都市左京区松ヶ崎井出ヶ海道町12-1 ハイツこだま1F 075-708-1035
アイセイ薬局第２烏丸御池店 京都市中京区東洞院通二条下る瓦之町397-1　1階 075-255-7751

京田辺市 アイセイ薬局花住坂店 京田辺市花住坂3-11-1 0774-68-0590
長岡京市 アイセイ薬局長岡天神店 長岡京市開田4-8-6 クリニックステーション長岡天神1Ｆ 075-956-9251
宇治市 アイセイ薬局宇治大久保店 宇治市広野町西裏87 ザ・ガーデンコミューンD棟2F 0774-41-3166

奈良県 大和高田市アイセイ薬局大和高田店 大和高田市幸町3-18 トナリエ大和高田3Ｆ 0745-25-2080
アイセイ薬局鈴蘭台店 神戸市北区鈴蘭台東町4-4-9 078-595-5312
アイセイ薬局グリーン岡場店 神戸市北区藤原台中町2-2-1 078-982-6748
ユタカ調剤薬局兵庫店 神戸市兵庫区羽坂通4-1 兵庫駅前ビル1階 078-575-0767
ユタカ調剤薬局新神戸店 神戸市中央区熊内橋通7-1-13 神戸芸術センタービル4階 078-242-6220
マリン薬局 神戸市東灘区向洋町中2-10 六甲アイランドビル204 078-811-0228
ユタカ薬局 神戸市垂水区神陵台7-4-8 078-785-8801
ユタカ調剤薬局神陵台店 神戸市垂水区神陵台2-3-15 ひまわりビル1階 078-784-5141
ABC薬局 神戸市灘区深田町3-1-24 078-854-2425
アイセイ薬局宝塚店 宝塚市山本南1-17-27 0797-82-1012
アイセイ薬局宝塚ソリオ店 宝塚市栄町2-2-1 ソリオ3-102 0797-86-1235
アイセイ薬局売布店 宝塚市売布2-7-11 0797-85-9106
アイセイ薬局雲雀丘店 宝塚市雲雀丘山手1-14-25 072-756-7277
アイセイ薬局西宮北口店 西宮市薬師町2-56 クリニックステーション西宮北口1-A 0798-69-1766
レインボー薬局 西宮市上田中町17-24 0798-41-0486

尼崎市 アイセイ薬局南清水店 尼崎市南清水37-32 06-6498-6991
明石市 はなまる薬局西明石店 明石市旭が丘21番23号 クリニックステーション西明石 1-A 078-926-0686
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