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都道府県 店舗名 郵便番号 住所 電話番号 URL
北海道 おくすりやさん 岩見沢ポルタ本店068-0024 北海道岩見沢市4条西3丁目　であえーる1階 0126-22-7722 http://kusuri83.blog41.fc2.com/
北海道 わたなべ薬房 053-0041 北海道苫小牧市美園町2丁目1番4号 0144-32-7858 http://watanabe.p2.bindsite.jp/

岩手県 ホソタ薬局 028-0065 岩手県久慈市十八日町1-21 0194-52-1330 http://pharma-labo.co.jp/

宮城県 カワシマ薬局 989-6145 宮城県大崎市古川北稲葉2丁目10-51 0229-23-1262 http://kanpo-kawashima.com
宮城県 いわなが薬局 981-8003 宮城県仙台市泉区南光台1丁目11-11 022-274-5452 http://ameblo.jp/shuu-w/

山形県 有限会社紅花堂薬局 990-2413 山形県山形市南原町1-18-29 023-625-8548 http://www.kokado.co.jp/
山形県 矢口薬局 996-0078 山形県新庄市新町5-24 023-323-0938 http://yaguchi-yakkyoku.com/

栃木県 漢方薬局 桃仁 329-0433 栃木県下野市緑3-18-1 0285-40-5030 http://www.tounin.jp/

茨城県 山川薬心堂 310-0913 茨城県水戸市見川町2563‐239 029-241-5056 http://kodakara-yakushin-dou.net/
茨城県 卯木薬局 306-0126 茨城県古河市諸川2554 0280-76-0011 http://卯木薬局.jp/
茨城県 スガヌマ薬局 306-0631 茨城県坂東市岩井4443 029-735-0003 http://www.suganuma-yakkyoku.com/
茨城県 水戸南薬局 310-0842 茨城県水戸市けやき台3-27-3 029-248-6211 https://mitominami-kampo.com/

東京都 あづみ漢方薬店 151-0073 東京都渋谷区笹塚3-18-7 03-3378-3547 http://shibuya-kodakara.com/
東京都 マツオ十字堂薬局 150-0011 東京都渋谷区東3-17-11 03-3441-4440 http://jujidou.net/
東京都 漢方の松澤薬局 125-0061 東京都葛飾区亀有3-3-10 03-3602-9120 http://www.matsuzawa-kanpou.com/
東京都 ヒルマ薬局 170-0011 東京都豊島区池袋本町1－46－5 03－3971－5600http://hirumayakkyoku.com/
東京都 とちの木薬局 192-0904 東京都八王子市子安町4-24-11 042-625-0184 http://www.e-tamami.jp/
東京都 薬のナカモト 135-0003 東京都江東区猿江1-18-18 03-3631-4956 http://kusuri-nakamoto.com/

千葉県 平安堂薬局 262-0048 千葉県千葉市花見川区柏井1丁目3-22 043-257-9300 http://heian-do.net/
千葉県 ひろこうじ薬局　我孫子店 270-1151 千葉県我孫子市本町3-2-28　アビイクオーレ1F 04-7185-9600 http://e-classa.net/hirokouji-ph/
千葉県 漢方の岸本薬局 283-0802 千葉県東金市東金1209 047-552-2002 http://kodakarakishimoto.com/
千葉県 みゆ己薬局 286-0033 千葉県成田市花崎町533-10-101 0476-24-7202 http://www.mi-yu-ki.jp/
千葉県 麻野薬局 286-0211 千葉県富里市御料886 047-693-1007 http://asanoph.com/

神奈川県 しぶさわ薬局 259-1322 神奈川県秦野市渋沢2-17-1 0463-88-1706 http://shibusawa-ph.com/

埼玉県 富士美薬局 358-0011 埼玉県入間市下藤沢490-3 04-2962-3595 http://ameblo.jp/fujimittel
埼玉県 キリン堂薬局土呂店 331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目15-40 048-665-1088 http://kodakara-saitama.com/
埼玉県 春日部第一薬局 344-0065 埼玉県春日部市谷原2-7-16 048-761-2004 http://kasukabe-kampoh.com/
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愛知県 丸の内大島薬局 460-0002 名古屋市中区丸の内2-2-38 052-231-1898 http://maru-ohshima.urdr.weblife.me/
愛知県 漢方のかわい薬局 453-0042 愛知県名古屋市中村区大秋町3-51 052-471-3774 http://www.kanpou-kawai.com
愛知県 福井薬局 457-0000 愛知県名古屋市南区柴田本通2-16 052-611-5468 http://fukui29.com/
愛知県 株式会社タカキ薬局 444-0062 愛知県岡崎市松本町1-79 0564-26-1717 http://takakikanpo.com/
愛知県 健康工房　和み人 444-1311 愛知県高浜市本郷町6-3-3 0566-91-2217 http://www.nagominin-funin.com/
愛知県 日の丸薬局 本店 440-0871 愛知県豊橋市新吉町４５ 0532-54-2365 http://www.hinomaru-yakkyoku.co.jp/
愛知県 ファーマシーパル 446-0065 愛知県安城市大東町14-9 0566-76-1161 http://www.pharmacypal.jp
岐阜県 漢方の野崎薬局 501-3144 岐阜市芥見大般若2丁目34-3 058-241-1661 http://www.nozaki-kanpou.com/

三重県 漢方の大野薬局 515-0063 三重県松阪市大黒田町49 0598-21-0180 http://www.kanpouohno.com/

和歌山県 こうしん堂 640-8323 和歌山県和歌山市太田1丁目13-8ｴﾇ･ｱｲ･ｼｰﾋﾞﾙ1F 073-471-2550 http://koshin-do.jp/

京都府 三条漢薬堂 604-8327 京都府京都市中京区姉大宮町西側72-2 075-801-3622 http://www.kanyakudo.jp/service
京都府 心りらる～む薬のマキノ 600-8465 京都府京都市下京区西洞院通高辻下る高辻西洞院町796-3075-344-3018 http://www.kusurinomakino.com/
京都府 今村薬局 616-8422 京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂大門町29 075-861-0537 http://www.imamurakanpo.jp/

大阪府 メロディ薬店 531-0071 大阪府大阪市北区中津1-17-12-105 06-6374-0357 http://kodakara-melody.com/
大阪府 イシダ薬品 558-0023 大阪府大阪市住吉区山之内1丁目10番2号 06-6693-2338 http://ishida-yakuhin.com/
大阪府 スヤマ保健薬局 544-0013 大阪市生野区巽中1-25-12 06-6754-3800 http://www.suyama-hokendrug.jp
大阪府 漢方薬局柚花香房 565-0824 大阪府吹田市山田西3丁目57番20号ピアパレス王子101号06-6816-9677 http://wu-xiang-dou.co.jp/
大阪府 堺中央薬品店 591-8025 大阪府堺市北区長曾根町3079-6 072-257-2240 sakai-chuo.com
大阪府 萬育堂薬房 530-0046 大阪市北区菅原町１０番11ｼﾞｰﾆｽ大阪105 06-6311-5181 http://www.banikudo.com/
大阪府 福原薬局 596-0054 大阪府岸和田市宮本町10番15号 072-422-0361 http://www.fukuhara-kanpo.com/
大阪府 ドラッグフタバQQBOX 533-0001 大阪府大阪市東淀川区井高野1-1-38 06-6340-1709 http://qqbox-futaba.jimdo.com/
大阪府 はらだ薬品店 543-0043 大阪府大阪市天王寺区勝山2-8-26 06-6771-7877 http://harada-akachan.com/
大阪府 漢方のけやき堂薬局 561-0881 豊中市中桜塚1丁目2番9 06-6840-0140 http://www.keyakido.com/

滋賀県 青楓堂薬局 522-0087 滋賀県彦根市芹橋１丁目1-34 0749-223-709 http://www.seifudo-k.com/

石川県 かるみ薬局 923-0825 石川県小松市西軽海町1丁目104 0761-47-0123 http://www.kanpo-karumi.jp/
石川県 島田薬局 920-0346 石川県金沢市藤江南３丁目168-12 076-268-6833 http://kanpou-shimada.com/
石川県 なおみや薬局 920-2128 石川県白山市鶴来下東町カ26 076-272-0031 http://ameblo.jp/nao-miya7038/

富山県 ひらた資生堂薬局 938-0031 富山県黒部市三日市3204 0765-52-0821 http://www.hirata-kodakara.com/
富山県 くすりの上田 933-0039 富山県高岡市大手町11-30 0766-22-1301 http://kusuri-ueda.jp

福井県 カドノ薬局 木崎店 914-0814 福井県敦賀市木崎19-12-1 0770-21-0909 http://kadono-kodakara.com/

兵庫県 サツマ薬局 本店 650-0012 神戸市中央区北長狭通7丁目3-10ｱﾍﾞｲﾙ21-1F 078-341-2283 http://www.lovekobe.jp/satuma/
兵庫県 スミヨシドラッグ 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-7-2　石橋ビル１Ｆ 078-843-0384 http://sumiyoshi-drug.jimdo.com
兵庫県 アンリ薬局 671-4122 兵庫県宍粟市一宮町福知133-2 0790-74-1736 http://ameblo.jp/kodakara-anri/
兵庫県 たきの百貨店薬品部Aコープ前店 679-0211 兵庫県加東市上滝野814-1 0795-48-5803 http://takino-h.com/
兵庫県 漢方専門ノムラ薬局　大久保店674-0051 兵庫県明石市大久保町大窪299-1 078-934-8499 http://www.kanpou-nomura.com/
兵庫県 うたごえ薬局 670-0083 兵庫県姫路市辻井6-17-8 079-294-7700 http://utagoe-ph.com/
兵庫県 漢方薬ピュア 661-0013 兵庫県尼崎市栗山町1-11-21 06-6426-1179 http://www.pure-kanpou.com/
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広島県 ふくふく堂薬局 732-0066 広島市東区牛田本町4-1-7 082-502-2929 http://xn--y8ja6ib0471cglf1o5f.com/ (ふくふく堂薬局.com）
広島県 元気堂薬局 721-0942 広島県福山市引野町5丁目11-29 084-945-0664 http://www.p-genkidou.com/

島根県 三成薬局 690-0041 松江市幸町828-1 0852-26-0748 http://meshinotane.com/minari/

鳥取県 津村薬局 682-0023 鳥取県倉吉市山根603-1 0858-26-6437 http://tsumurayakkyoku.jimdo.com/
鳥取県 遠藤全快堂薬局 683-0066 鳥取県米子市日野町165 0859-22-3634 http://zenkaido.net/

岡山県 アオキ薬局 710-0803 岡山県倉敷市中島小溝2642-8 086-466-0395 http://www.kodakarakanpou.com/

徳島県 サンコー和漢薬局 779-3610 徳島県美馬市脇町大字脇町714-1 0883-53-9222 http://sanko-pharmacy.com/
徳島県 フジカワ調剤薬局 771-2501 徳島県三好郡東みよし町昼間923-1 0883-79-2014 http://fujikawa-pharmacy.com
徳島県 みどり薬店 771-1212 徳島県板野郡藍住町徳命前須東49-1 088-679-7084 http://midori-kanpo.com/

香川県 橋本薬局 761-8084 香川県高松市一宮町450-1 087-886-7274 http://www.my-drug-store.net/

福岡県 なかむら薬局 822-0026 福岡県直方市津田町11-3 0949-28-7688 http://www.nakamura-kampo.com

佐賀県 さつき薬局 840-0815 佐賀県佐賀市天神1丁目4-34 0952-24-5477 http://saga-kodakara.com/
佐賀県 ヘルシーみやざき鹿島薬局 849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分甲50 0954-63-1833 http://www.healthy-miyazaki.com/

長崎県 小ヶ倉薬品 850-0961 長崎県長崎市小ケ倉町2丁目216 095-878-5223 http://homepage3.nifty.com/kogakurayakuhin/

熊本県 くすりのキュート 861-0106 熊本県熊本市植木町豊田587-1 096-273-2640 http://kusurinokyuto.jp/kodakara/
熊本県 くすりの薬師堂 862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺4-1-23　1F 096-373-0209 http://www.yakushido.info/
熊本県 漢美堂薬局 860-0844 熊本県熊本市中央区水道町2-11ｵﾘｴﾝﾄ産業第5ﾋﾞﾙ1階096-352-0866 http://kanbido.net/concept/

大分県 漢方村岡 870-0951 大分県大分市大字下郡1723-9 097-567-8722 http://www.senkendrug.com/
大分県 くすりの温泉堂 874-0914 大分県別府市中須賀元町5-2 0977-66-0708 http://ooita-kodakara.com/archives/25

宮崎県 くすりの麗明堂 880-0212 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂3594 0985-72-2368 http://ameblo.jp/reimeido/

鹿児島県 クスリのミネサキ 893-0014 鹿児島県鹿屋市寿5丁目26-2 0994-43-7817 http://www.minesaki.com/
鹿児島県 有限会社イズミ薬局 899-0205 鹿児島県出水市本町5番43号 0996-62-0175 http://kofudo.net/
鹿児島県 漢方のオリーブ堂薬局 892-0828 鹿児島県鹿児島市金生町1番9号 099-222-5072 http://www.take07.co.jp/
鹿児島県 川辺薬品 891-0141 鹿児島県鹿児島市谷山中央7丁目25-5 099-267-5058 http://yumikodakara.com/




