ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■北海道
店舗名

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

TEL

FAX

Ｎ5タワー薬局

調剤薬局

060-0005 北海道

011-209-5424

011-209-5425

Ｎ18調剤薬局

調剤薬局

001-0018 北海道

札幌市北区北18条西6丁目3-8

011-738-7720

011-738-7730

川沿薬局

調剤薬局

005-0801 北海道

札幌市南区川沿一条3丁目1-9

011-573-1941

011-573-1980

北野薬局

調剤薬局

004-0867 北海道

札幌市清田区北野7条2丁目12-15

011-887-2830

011-887-2831

五稜郭調剤薬局

調剤薬局

040-0004 北海道

函館市杉並町15-5

0138-35-7722

0138-35-7702

桔梗調剤薬局

調剤薬局

041-0808 北海道

函館市桔梗3丁目23-15

0138-47-2233

0138-47-2266

いちご薬局

調剤薬局

041-0808 北海道

函館市桔梗5丁目14-3

0138-47-2333

0138-47-5666

イルカ薬局

調剤薬局

041-0812 北海道

函館市昭和1丁目4-19

0138-40-2333

0138-40-2555

恵愛調剤薬局永山店

調剤薬局

079-8412 北海道

旭川市永山２条16丁目5-14

0166-74-5115

0166-74-5116

ひまわり薬局

調剤薬局

050-0065 北海道

室蘭市本輪西町3丁目34-5

0143-55-8931

0143-55-1539

札幌市中央区北5条西2丁目5
JRタワーオフィスプラザさっぽろ8F

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■北海道
店舗名

北海道ファーマライズ

東室蘭薬局

みなと薬局

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

TEL

FAX

調剤薬局

050-0076 北海道

室蘭市知利別町3丁目5-3

0143-41-3575

0143-41-3576

調剤薬局

051-0022 北海道

室蘭市海岸町1丁目1-3

0143-22-2626

0143-22-2628

たかはし薬局

はなしのぶ店

調剤薬局

084-0909 北海道

釧路市昭和南3丁目10-2

0154-55-4189

0154-55-4193

たかはし薬局

本店

調剤薬局

085-0035 北海道

釧路市共栄大通7丁目2-12

0154-24-8868

0154-24-8874

たかはし薬局

柳町日赤前店

調剤薬局

085-0037 北海道

釧路市柳町2-15

0154-32-4189

0154-32-4193

メモリアル薬局

調剤薬局

085-0062 北海道

釧路市愛国191-5719

0154-39-1635

0154-39-1636

たかはし薬局

調剤薬局

085-0813 北海道

釧路市春採8丁目2-15

0154-68-4189

0154-68-4193

くしろ市民薬局

調剤薬局

085-0821 北海道

釧路市鶴ケ岱2丁目3-4

0154-44-0033

0154-44-0036

セントラル薬局

調剤薬局

077-0007 北海道

留萌市栄町1丁目34-2

0164-49-2727

0164-49-2728

調剤薬局

077-0048 北海道

留萌市大町3丁目20-1、29-1、29-3

0164-43-7001

0164-43-7002

はるとり店

北海道ファーマライズ

留萌大町薬局

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■北海道
店舗名

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

TEL

FAX

調剤薬局

053-0018 北海道

苫小牧市旭町4丁目29-2

0144-33-5561

0144-33-5562

ぱすてる

化粧品店

053-0027 北海道

苫小牧市王子町3丁目2-20

0144-33-3363

0144-36-5785

ふじい薬局 緑ヶ丘店

調剤薬局

053-0034 北海道

苫小牧市清水町1丁目2-1

0144-31-6111

0144-31-6112

調剤薬局

053-0034 北海道

苫小牧市清水町1丁目5-9

0144-38-2120

0144-38-2121

調剤薬局

053-0042 北海道

苫小牧市三光町5丁目6-14

0144-35-0711

0144-35-0712

ふじい薬局 双葉調剤

調剤薬局

053-0045 北海道

苫小牧市双葉町1丁目3-4

0144-31-6400

0144-31-6401

ふじい薬局 柳町店

調剤薬局

053-0053 北海道

苫小牧市柳町4丁目12-17

0144-57-0888

0144-57-0889

ふじい薬局 明野調剤

調剤薬局

053-0054 北海道

苫小牧市明野新町5丁目13-20

0144-53-2000

0144-53-2001

さくらぎ調剤薬局

調剤薬局

053-0832 北海道

苫小牧市桜木町2丁目25-23

0144-75-5000

0144-75-5002

ふじい薬局 花園店

調剤薬局

053-0853 北海道

苫小牧市花園町4丁目3-26

0144-75-0000

0144-75-0010

ふじい薬局

旭町店

ファーマライズ薬局

ふじい薬局

緑ヶ丘病院前店

三光町店

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■北海道
店舗名

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

TEL

FAX

ふじい薬局 沼ノ端店

調剤薬局

059-1301 北海道

苫小牧市東開町4丁目20-19

0144-57-7271

0144-57-7270

ふじい薬局 沼ノ端北調剤

調剤薬局

059-1304 北海道

苫小牧市北栄町2丁目27-37

0144-53-3600

0144-53-3601

北海道ファーマライズ

調剤薬局

067-0061 北海道

江別市上江別東町44-19

011-391-9200

011-381-9300

ファーマライズ薬局 千歳北陽店

調剤薬局

066-0032 北海道

千歳市北陽8丁目12-4

0123-40-8515

0123-40-8516

北海道ファーマライズ

調剤薬局

074-0005 北海道

深川市5条9-3

0164-22-5301

0164-22-5302

ほくと薬局

調剤薬局

059-0032 北海道

登別市新生町3丁目11-18

0143-82-2626

0143-82-2627

インター薬局

調剤薬局

052-0012 北海道

伊達市松ヶ枝町30-13

0142-21-3636

0142-21-3638

あいあい薬局

調剤薬局

052-0024 北海道

伊達市鹿島町31-13

0142-22-2626

0142-22-2627

本町薬局

調剤薬局

049-5615 北海道

虻田郡洞爺湖町本町195-15

0142-74-2626

0142-74-2627

調剤薬局

059-1501 北海道

勇払郡安平町早来大町79-3

0145-22-3255

0145-22-3256

ふじい薬局

江別調剤薬局

深川薬局

早来大町店

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■北海道
店舗名

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

TEL

FAX

えりも調剤薬局

調剤薬局

058-0204 北海道

幌泉郡えりも町字本町215・216・217

01466-2-4050

01466-2-4051

上士幌薬局

調剤薬局

080-1408 北海道

河東郡上士幌町字上士幌東3線240-74

01564-9-2662

01564-9-2663

調剤薬局

089-4300 北海道

足寄郡陸別町字陸別原野分線5-5

0156-27-3400

0156-27-3401

北海道ファーマライズ

陸別薬局

川口薬局

西春別支店

調剤薬局

088-2562 北海道

野付郡別海町西春別駅前栄町77

01537-7-1201

01537-7-1271

川口薬局

本店

調剤薬局

086-1125 北海道

標津郡中標津町西5条北1丁目2-1

0153-72-3211

0153-72-3212

川口薬局

標津店

調剤薬局

086-1631 北海道

標津郡標津町北1条西5丁目6-3

0153-82-1275

0153-82-1942

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■東北
店舗名

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

TEL

FAX

定禅寺トラスト薬局

調剤薬局

980-0803 宮城県

仙台市青葉区国分町2丁目14-25-1F

022-265-1411

022-265-1412

旭ヶ丘トラスト薬局

調剤薬局

981-0904 宮城県

仙台市青葉区旭ヶ丘3丁目26-21-1F

022-301-8830

022-301-8870

パルク調剤薬局

調剤薬局

983-0045 宮城県

仙台市宮城野区宮城野2丁目10-56

022-791-7270

022-791-7260

銀杏町トラスト調剤薬局

調剤薬局

983-0047 宮城県

仙台市宮城野区銀杏町9-18

022-292-1577

022-292-1578

ファーマライズ薬局

調剤薬局

983-0861 宮城県

022-292-4116

022-292-4117

ながまち薬局

調剤薬局

982-0011 宮城県

仙台市太白区長町5丁目9-13-1F

022-226-7063

022-226-7064

しょうげん2丁目薬局

調剤薬局

981-3132 宮城県

仙台市泉区将監2丁目11-1-1

022-772-2677

022-772-2678

トラスト調剤薬局

調剤薬局

981-3132 宮城県

仙台市泉区将監2丁目11-2-1

022-375-1443

022-375-1447

ファーマライズ薬局 石巻店

調剤薬局

986-0867 宮城県

石巻市わかば2丁目11-3

0225-92-6861

0225-92-6862

ファーマライズ薬局

調剤薬局

981-0411 宮城県

東松島市野蒜ケ丘2丁目37-2

0225-86-2511

0225-86-2512

榴ヶ岡店

のびるが丘店

仙台市宮城野区鉄砲町東3-15
リジェール榴岡公園1F

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■東北
店舗名

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

TEL

FAX

ショッピングプラザ森の風

ミニスーパー

981-0411 宮城県

東松島市野蒜ケ丘2丁目37-2

0225-86-2571

0225-86-2572

なの花薬局

調剤薬局

017-0044 秋田県

大館市御成町3丁目2-6

0186-45-0112

0186-45-0113

トマト薬局

調剤薬局

018-5701 秋田県

大館市比内町扇田字山崎46-5

0186-45-4141

0186-45-4142

トリム薬局 東根店

調剤薬局

999-3702 山形県

東根市温泉町2丁目5-23

0237-36-0761

0237-36-0762

ファーマライズ薬局 卸町店

調剤薬局

960-0102 福島県

福島市鎌田字卸町12-1

024-552-6135

024-552-6136

ファーマライズ薬局 鎌田店

調剤薬局

960-0102 福島県

福島市鎌田字中江10-5

024-554-2266

024-554-2280

ファーマライズ薬局 南福島店

調剤薬局

960-1102 福島県

024-539-8989

024-544-2488

ファーマライズ薬局 大町店

調剤薬局

960-8041 福島県

福島市大町7-11

024-526-4555

024-526-4077

鍼灸・マッサージ院

鍼灸・マッサージ院

960-8041 福島県

福島市大町7-11

調剤薬局

960-8117 福島県

福島市入江町15-12

024-528-2855

024-528-2858

わくわく

ファーマライズ薬局 入江店

福島市永井川字壇ノ腰6-1
エトワール南福島103号

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■東北
店舗名

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

TEL

FAX

ファーマライズ薬局 八島店

調剤薬局

960-8136 福島県

福島市八島町2-8

024-536-2525

024-536-2530

ファーマライズ薬局 北沢又店

調剤薬局

960-8251 福島県

福島市北沢又字成出24-5

024-555-2200

024-555-2151

ファーマライズ薬局 泉店

調剤薬局

960-8253 福島県

福島市泉字泉川3-21

024-557-8855

024-557-8838

ファーマライズ薬局 飯盛店

調剤薬局

965-0016 福島県

会津若松市中島町6-1

0242-39-3591

0242-39-3592

トリム薬局 山鹿店

調剤薬局

965-0862 福島県

会津若松市本町1-35

0242-38-3200

0242-38-3211

ファーマライズ薬局 内郷店

調剤薬局

973-8404 福島県

いわき市内郷内町立町83-2

0246-45-1871

0246-45-1877

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■関東
店舗名

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

TEL

FAX

ファーマライズ薬局 五軒町店

調剤薬局

310-0063 茨城県

水戸市五軒町2丁目3-43

029-300-3957

029-300-3958

ファーマライズ薬局 水戸店

調剤薬局

310-0845 茨城県

水戸市吉沢町223-1

029-304-5336

029-304-5337

ファーマライズ薬局

調剤薬局

309-1702 茨城県

笠間市五平字中新地前67-11

0296-70-5556

0296-70-5557

鬼怒川調剤センターたかとく薬局

調剤薬局

321-2523 栃木県

日光市高徳1406-4

0288-70-3050

0288-70-3051

トリム薬局 前橋店

調剤薬局

371-0811 群馬県

前橋市朝倉町431-5

027-290-3351

027-290-3352

かじ町薬局

調剤薬局

370-0837 群馬県

高崎市下横町14-13

027-326-8410

027-326-8417

たんぽぽ薬局

調剤薬局

370-0851 群馬県

高崎市上中居町380-3

027-310-1921

027-310-1922

こくふ薬局

調剤薬局

370-3512 群馬県

高崎市西国分町139-4

027-310-0410

027-310-0411

とうぶばし薬局

調剤薬局

375-0021 群馬県

藤岡市小林字中免811-2

0274-40-2151

0274-40-2152

トリム薬局 富岡店

調剤薬局

370-2316 群馬県

富岡市富岡2655-1

0274-89-1260

0274-89-1261

友部店

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■関東
店舗名

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

TEL

FAX

トリム薬局 前橋吉岡店

調剤薬局

370-3602 群馬県

北群馬郡吉岡町大字大久保795-4

0279-20-5281

0279-20-5282

ファーマライズ薬局

調剤薬局

337-0042 埼玉県

さいたま市見沼区大字南中野560-1

048-680-3580

048-680-3581

ファーマライズ薬局 さいたま店

調剤薬局

338-0014 埼玉県

さいたま市中央区上峰1丁目22-8

048-855-0567

048-855-3252

トリム薬局 さいたま店

調剤薬局

338-0824 埼玉県

さいたま市桜区上大久保889-7

048-851-0081

048-851-0082

神明台薬局

調剤薬局

330-0065 埼玉県

さいたま市浦和区神明1丁目23-6

048-823-7222

048-823-7223

すみれ薬局

調剤薬局

359-1141 埼玉県

所沢市小手指町4丁目1-3

042-949-4384

042-949-9106

ファーマライズ薬局 原市店

調剤薬局

362-0022 埼玉県

上尾市大字瓦葺1161-5

048-722-5913

048-722-5977

ファーマライズ薬局

調剤薬局

341-0028 埼玉県

三郷市南蓮沼312-1

048-949-1171

048-949-1172

ドラッグストア

262-0033 千葉県

043-274-7821

043-274-7821

調剤薬局

272-0023 千葉県

047-314-0160

047-314-0161

見沼店

三郷店

薬のヒグチ 幕張店

ファーマライズ薬局

本八幡店

千葉市花見川区幕張本郷2丁目2-19
ハイネスト本郷101号
市川市南八幡4丁目7-13

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■関東
店舗名

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

TEL

FAX

薬ヒグチ薬局 流山おおたかの森店

調剤薬局

270-0128 千葉県

04-7186-7982

04-7186-7983

ドラッグストア

270-0128 千葉県

04-7168-0873

04-7168-0873

調剤薬局

279-0021 千葉県

浦安市富岡3丁目2-6

047-304-0050

047-304-0051

ファーマライズ薬局 浦安中央店

調剤薬局

279-0042 千葉県

浦安市東野3丁目5-1

047-316-5117

047-316-5133

八街総合薬局

調剤薬局

289-1115 千葉県

八街市八街ほ137-102

043-497-6557

043-497-6558

調剤薬局

102-0072 東京都

03-3237-8505

03-5226-3010

薬のヒグチ 新飯田橋店

ドラッグストア

102-0072 東京都

03-3237-8251

03-3237-8251

薬ヒグチ調剤薬局

調剤薬局

102-0094 東京都

03-3234-2821

03-3556-3251

ファーマライズ薬局 日本橋店

調剤薬局

103-0027 東京都

03-5542-1280

03-5542-1281

ファーマライズ薬局

調剤薬局

105-0022 東京都

03-6402-3434

03-6402-3435

薬のヒグチ
流山おおたかの森アゼリアテラス店
ファーマライズ薬局

薬のヒグチ薬局

浦安富岡店

新飯田橋店

ニューオータニ店

アトレ竹芝店

流山市おおたかの森西1丁目2-3
流山おおたかの森GARDENS アゼリアテラス1F
流山市おおたかの森西1丁目2-3
流山おおたかの森GARDENS アゼリアテラス1F

千代田区飯田橋4丁目6-9
ロックフィールドビル1F
千代田区飯田橋4丁目6-9
ロックフィールドビル1F
千代田区紀尾井町4-1
ニューオータニガーデンコート2F
中央区日本橋2丁目8-1
東京日本橋タワーアネックス地下2F
港区海岸1丁目10-30 タワー棟3F

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■関東
店舗名

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

薬のヒグチ 外苑前店

ドラッグストア

107-0062 東京都

薬ヒグチ調剤薬局

調剤薬局

160-0004 東京都

調剤薬局

160-0022 東京都

薬ヒグチ 新宿御苑前店

ドラッグストア

160-0022 東京都

薬ヒグチ調剤薬局

調剤薬局

160-0023 東京都

薬ヒグチ パークタワー店

ドラッグストア

160-0023 東京都

ファーマライズ薬局 文京店

調剤薬局

113-0034 東京都

ファーマライズ薬局 湯島店

調剤薬局

ファーマライズ薬局

薬ヒグチ薬局

四谷駅前店

新宿御苑前店

パークタワー店

上野店

ファーマライズ薬局 東上野店

TEL

FAX

03-3497-5122

03-3497-5122

03-3353-3452

03-3353-3452

03-5919-7727

03-5919-7727

03-3354-2784

03-3354-2784

03-5323-4311

03-5323-4311

03-5323-3988

03-5323-3988

文京区湯島3丁目3-8

03-5812-7377

03-5812-7378

113-0034 東京都

文京区湯島3丁目32-8

03-3832-1606

03-3832-6158

調剤薬局

110-0015 東京都

台東区東上野3丁目11-3

03-5807-8775

03-5807-8776

調剤薬局

110-0015 東京都

03-3831-2677

03-3831-5357

港区南青山2丁目11-13
青山サクセスビル1F
新宿区四谷1丁目2-5
ヒグチ四谷ビル2F
新宿区新宿1丁目19-6
アイエスビル1F
新宿区新宿1丁目19-6
アイエスビル1F
新宿区西新宿3丁目7-1
新宿パークタワー地下1F
新宿区西新宿3丁目7-1
新宿パークタワー地下1F

台東区東上野3丁目14-7
龍田ビル中1F

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■関東
店舗名

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

TEL

FAX

調剤薬局

111-0031 東京都

台東区千束3丁目20-2

03-5808-1887

03-5808-1887

ファーマライズ薬局 浅草店

調剤薬局

111-0031 東京都

台東区千束3丁目20-3

03-5808-1827

03-5808-1828

薬のヒグチ薬局

調剤薬局

135-0047 東京都

03-5621-8811

03-5621-8812

薬のヒグチ 富岡八幡店

ドラッグストア

135-0047 東京都

03-5646-0935

03-5646-0935

ファーマライズ薬局 亀戸店

調剤薬局

136-0071 東京都

江東区亀戸8丁目9-8

03-3636-1282

03-3636-1283

みなみ薬局

サンフラワー店

調剤薬局

143-0016 東京都

大田区大森北1丁目33-4

03-5753-3145

03-3764-7888

みなみ薬局

大森店

調剤薬局

143-0016 東京都

大田区大森北1丁目34-5

03-5767-4207

03-5767-4208

みなみ薬局

平和島店

調剤薬局

143-0016 東京都

大田区大森北6丁目14-11-1F

03-5753-2512

03-5753-2511

薬ヒグチ 宮益坂店

ドラッグストア

150-0002 東京都

03-3409-0198

03-3409-0198

薬のヒグチ 代々木駅前店

ドラッグストア

151-0053 東京都

03-3373-8605

03-3373-8605

薬ヒグチ調剤薬局

千束店

門前仲町店

江東区富岡1丁目23-17
T・Tビル1F
江東区富岡1丁目23-17
T・Tビル1F

渋谷区渋谷1丁目7-5
青山セブンハイツ1F
渋谷区代々木1丁目38-2
ミヤタビル1F

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■関東
店舗名

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

TEL

FAX

薬のヒグチ 中野新橋店

ドラッグストア

164-0013 東京都

中野区弥生町2丁目27-9

03-3382-5043

03-3382-5043

ファーマライズ薬局

調剤薬局

114-0001 東京都

北区東十条3丁目1-12

03-3912-5161

03-3912-5162

調剤薬局

175-0083 東京都

板橋区徳丸2丁目29-13

03-5922-1666

03-5922-1666

調剤薬局

175-0094 東京都

03-3976-2852

03-3976-2852

調剤薬局

179-0081 東京都

練馬区北町1丁目30-3

03-3934-0405

03-3934-0406

鍼灸・マッサージ院

179-0081 東京都

練馬区北町1丁目30-3

調剤薬局

179-0081 東京都

練馬区北町2丁目20-10

03-5945-8561

03-5945-8562

調剤薬局

123-0861 東京都

03-5647-1021

03-5647-1022

調剤薬局

125-0061 東京都

葛飾区亀有5丁目16-3

03-5682-9300

03-5682-9301

調剤薬局

192-0032 東京都

八王子市石川町2960-8

042-660-8341

042-660-8341

キタマチ薬局

東十条店

宮の下店

ファーマライズ薬局

西友成増店

キタマチ薬局

鍼灸・マッサージ院

わくわく

マイネ薬局

ファーマライズ薬局

鹿浜店

くすの木薬局

薬のヒグチ薬局

北八王子店

板橋区成増3丁目11-3 ＠
西友成増店1F

足立区加賀1丁目18-18
エステート野口103

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■関東
店舗名

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

ファーマライズ薬局

吉祥寺店

調剤薬局

180-0004 東京都

ファーマライズ薬局

三鷹店

調剤薬局

181-0013 東京都

薬のヒグチ

西調布店

ドラッグストア

182-0034 東京都

薬のヒグチ

恋ヶ窪店

ドラッグストア

185-0014 東京都

ファーマライズ薬局

西友清瀬店

調剤薬局

204-0021 東京都

ファーマライズ薬局

西友田無店

調剤薬局

188-0011 東京都

ファーマライズ薬局

西友ひばりヶ丘店 調剤薬局

202-0005 東京都

薬ヒグチ 反町駅前店

ファーマライズ薬局

常盤台店

ファーマライズ薬局 新山下店

武蔵野市吉祥寺本町1丁目30-13
KS10ビル1F
三鷹市下連雀2丁目6-24
エトワール下連雀1F
調布市下石原3丁目11-1
キッチンコート西調布店内
国分寺市東恋ヶ窪5丁目6-3
ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店1F
清瀬市元町1丁目4-5
西友清瀬店1F
西東京市田無町2丁目1-1
LIVIN田無店1F
西東京市住吉町3丁目9-8
西友ひばりヶ丘店1F

TEL

FAX

0422-21-1188

0422-21-0300

0422-43-7500

0422-43-5860

042-489-1600

042-489-1600

042-322-5070

042-322-5070

042-496-7421

042-496-7422

042-466-1503

042-466-1503

042-423-8060

042-423-8060

ドラッグストア

221-0841 神奈川県 横浜市神奈川区松本町1丁目1-8

045-321-9482

045-321-9482

調剤薬局

221-0866 神奈川県 横浜市神奈川区羽沢南1丁目45-2

045-373-0525

045-373-0526

調剤薬局

231-0801 神奈川県 横浜市中区新山下3丁目13-22

045-629-0187

045-629-0188

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■関東
店舗名

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

TEL

FAX

横浜みなみ薬局

調剤薬局

231-0801 神奈川県 横浜市中区新山下3丁目13-22

045-629-0181

045-629-0182

ファーマライズ薬局 山手町店

調剤薬局

231-0862 神奈川県 横浜市中区山手町163-6

045-628-4781

045-628-4782

薬ヒグチ 横浜橋店

ドラッグストア

232-0022 神奈川県 横浜市南区高根町1-3

045-251-8931

045-251-8931

みなみ薬局

調剤薬局

245-0062 神奈川県 横浜市戸塚区汲沢町80-2

045-350-4023

045-350-4024

調剤薬局

227-0062 神奈川県 横浜市青葉区青葉台1丁目29-2

045-988-5351

045-988-5352

薬のヒグチ 百合ヶ丘駅前店

ドラッグストア

215-0011 神奈川県 川崎市麻生区百合ヶ丘1丁目1-5

044-952-0160

044-952-0160

湘南ひまわり薬局

調剤薬局

253-0052 神奈川県 茅ヶ崎市幸町6-16-101

0467-83-9383

0467-38-8899

アスカ薬局茅ヶ崎本店

調剤薬局

253-0052 神奈川県

0467-89-3883

0467-89-3884

新戸塚店

ファーマライズ薬局

青葉台店

茅ヶ崎市幸町7-20
ブルースカイ湘南A

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■甲信越
店舗名

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

TEL

FAX

トリム薬局 白根店

調剤薬局

950-1203 新潟県

新潟市南区大通黄金5丁目1-2

025-362-0433

025-362-0434

あけぼの薬局

調剤薬局

950-1208 新潟県

新潟市南区杉菜5-44

025-372-5155

025-372-5155

白根センター薬局

調剤薬局

950-1214 新潟県

新潟市南区上下諏訪木925-1

025-372-5151

025-372-0303

さくら薬局

調剤薬局

950-1217 新潟県

新潟市南区白根1477-1

025-372-5160

025-373-5553

調剤薬局

950-1407 新潟県

新潟市南区鷲ノ木新田字諏訪木島5723-3

025-370-6105

025-370-6106

調剤薬局

950-2044 新潟県

新潟市西区坂井砂山4丁目14-2

025-201-8781

025-201-8782

トリム西蒲薬局

調剤薬局

953-0041 新潟県

新潟市西蒲区巻甲4368-15

0256-73-6677

0256-73-6678

ファーマライズ薬局 三条店

調剤薬局

955-0833 新潟県

三条市大野畑6丁目18-5

0256-36-5378

0256-36-5379

トリム薬局 新発田店

調剤薬局

957-0054 新潟県

新発田市本町1丁目14-2

0254-21-3485

0254-21-3486

トリム薬局

調剤薬局

957-0082 新潟県

新発田市佐々木175

0254-32-6550

0254-32-6551

トリム薬局

白根大通店

ファーマライズ薬局

西新潟店

新発田西店

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■甲信越
店舗名

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

TEL

FAX

千刈薬局

調剤薬局

959-1327 新潟県

加茂市千刈1丁目50-21

0256-53-3321

0256-53-3321

ファーマライズ薬局 十日町店

調剤薬局

948-0057 新潟県

十日町市春日町2丁目108

025-750-1245

025-750-1246

トリム薬局 新井店

調剤薬局

944-0031 新潟県

妙高市田町2丁目3-21

0255-72-4193

0255-72-8483

トリム薬局 春日新田店

調剤薬局

942-0061 新潟県

上越市春日新田1丁目20-30

025-531-0667

025-531-0668

南魚沼センター薬局

調剤薬局

949-6680 新潟県

南魚沼市六日町2634-4

025-781-5351

025-781-5352

トリム薬局 湯沢店

調剤薬局

949-6102 新潟県

025-785-2571

025-785-2572

ファーマライズ薬局 富士吉田店

調剤薬局

403-0005 山梨県

0555-20-1720

0555-20-1721

南魚沼郡湯沢町神立25-6
パステルハイツ1F
富士吉田市上吉田2丁目10-2

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■北陸
店舗名

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

TEL

FAX

ファーマライズ薬局

魚津店

調剤薬局

937-0806 富山県

魚津市友道字中沼1817-10

0765-23-2170

0765-23-2171

ファーマライズ薬局

氷見店

調剤薬局

935-0025 富山県

氷見市鞍川1118-1

0766-74-0277

0766-74-0278

ファーマライズ薬局

南砺店

調剤薬局

932-0211 富山県

南砺市井波938-17

0763-82-8827

0763-82-8828

ファーマライズ薬局

福光店

調剤薬局

939-1610 富山県

南砺市福光1006-4

0763-53-0787

0763-53-0788

沖町ファーマライズ薬局

調剤薬局

920-0013 石川県

金沢市沖町二33

076-253-2796

076-253-2797

金沢ファーマライズ薬局

調剤薬局

920-0811 石川県

金沢市小坂町北142

076-251-6370

076-251-6371

薬ヒグチ 金沢店

ドラッグストア

920-0855 石川県

076-260-1119

076-260-1119

石引ファーマライズ薬局

調剤薬局

920-0935 石川県

金沢市石引1丁目8-8

076-210-5551

076-210-5554

ファーマライズ薬局

調剤薬局

921-8105 石川県

金沢市平和町3丁目8-21

076-244-8445

076-244-8446

調剤薬局

924-0802 石川県

白山市専福寺町84-3

076-276-6638

076-276-6639

平和町店

野々市ファーマライズ薬局

金沢市武蔵町15-1
名鉄丸越百貨店地下1F

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■北陸
店舗名

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

TEL

FAX

調剤薬局

920-0265 石川県

河北郡内灘町字大学1丁目1

076-286-9030

076-286-9031

ほけん薬局

調剤薬局

910-0023 福井県

福井市順化2丁目25-5

0776-25-9797

0776-25-9700

かみもりた調剤薬局

調剤薬局

910-0142 福井県

福井市上森田1丁目403-2

0776-56-3700

0776-56-3760

大和田ファーマライズ薬局

調剤薬局

910-0837 福井県

0776-57-7645

0776-57-7646

志比口調剤薬局

調剤薬局

910-0845 福井県

福井市志比口1丁目3-6

0776-52-5599

0776-52-1991

西鯖江ファーマライズ薬局

調剤薬局

916-0026 福井県

鯖江市本町2丁目3-10

0778-53-2523

0778-53-2524

フォーユー調剤薬局山岸店

調剤薬局

913-0032 福井県

坂井市三国町山岸69-36-5

0776-81-7505

0776-81-7506

にしき調剤薬局

調剤薬局

913-0043 福井県

坂井市三国町錦4丁目1-10

0776-81-4650

0776-81-4651

ファーマライズ薬局

金沢医科大店

福井市高柳町2丁目1301 レ
インボービル1F

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■東海
店舗名

店舗形態

郵便番号

住所

TEL

FAX

調剤薬局

509-0147 岐阜県

各務原市鵜沼川崎町2丁目128-1

058-375-5911

058-375-5912

ファーマライズ薬局 川辺町店

調剤薬局

509-0305 岐阜県

加茂郡川辺町西栃井1232-2

0574-52-0058

0574-52-0059

ファーマライズ薬局 柚木店

調剤薬局

420-0821 静岡県

静岡市葵区柚木90-9

054-267-2215

054-267-2216

ファーマライズ薬局 浜松店

調剤薬局

430-0906 静岡県

浜松市中区住吉2丁目12-23

053-412-7251

053-412-7253

鍼灸・マッサージ院

鍼灸・マッサージ院

430-0906 静岡県

浜松市中区住吉2丁目12-23

053-416-2066

なし

ファーマライズ薬局 浜松中央店

調剤薬局

430-0929 静岡県

浜松市中区中央1丁目5-26

053-450-1101

053-450-1102

パーク薬局

調剤薬局

431-1103 静岡県

浜松市西区湖東町1487-7

053-486-2881

053-486-2882

ファーマライズ薬局 Ｐステーション

調剤薬局

433-8108 静岡県

浜松市北区根洗町472-3

053-430-6686

053-430-6687

ファーマライズ薬局 三方原店

調剤薬局

433-8108 静岡県

浜松市北区根洗町566

053-430-0701

053-430-0702

ファーマライズ薬局 沼津柳町店

調剤薬局

410-0043 静岡県

沼津市柳町3-19

055-927-2626

055-927-2627

ファーマライズ薬局 沼津店

調剤薬局

410-0801 静岡県

055-963-5787

055-963-5827

ファーマライズ薬局

鵜沼川崎店

わくわく

都道府県

沼津市大手町3丁目5-15
三井住友海上沼津ビル1F

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■東海
店舗名

店舗形態

郵便番号

都道府県

住所

TEL

FAX

ファーマライズ薬局

富士蓼原店

調剤薬局

416-0953 静岡県

富士市蓼原町1619-2

0545-66-3111

0545-66-3112

ファーマライズ薬局

富士店

調剤薬局

417-0801 静岡県

富士市大淵字狐窪2800-9

0545-37-2477

0545-37-2478

ファーマライズ薬局 ぐみ沢店

調剤薬局

412-0041 静岡県

御殿場市茱萸沢字立道1143-5

0550-88-2705

0550-88-2708

（御殿場）みなみ薬局

調剤薬局

412-0043 静岡県

御殿場市新橋1786-3

0550-83-6766

0550-84-4910

ファーマライズ薬局 裾野店

調剤薬局

410-1121 静岡県

裾野市茶畑1368-11

055-994-1281

055-994-1283

ファーマライズ薬局

調剤薬局

460-0002 愛知県

052-212-5422

052-212-5423

ファーマライズ薬局 栄店

調剤薬局

460-0008 愛知県

052-238-2544

052-238-2545

ファーマライズ薬局 名古屋店

調剤薬局

454-0854 愛知県

名古屋市中川区松年町5丁目2-3

052-659-2781

052-659-2787

鍼灸・マッサージ院

鍼灸・マッサージ院

454-0854 愛知県

名古屋市中川区松年町5丁目2-3

ファーマライズ薬局 平針店

調剤薬局

468-0011 愛知県

052-808-2510

052-808-2593

ファーマライズ薬局

調剤薬局

491-0057 愛知県

0586-47-7081

0586-45-7372

中日病院店

わくわく

いまいせ店

名古屋市中区丸の内3丁目12-3
中日病院1F
名古屋市中区栄4丁目16-21
Mステージ栄1F

名古屋市天白区平針4-301
エラン平針 1F
一宮市今伊勢町宮後字東茶原10-2

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■東海
店舗名

店舗形態

郵便番号

ファーマライズ薬局 一宮奥町店

調剤薬局

ファーマライズ薬局

住所

TEL

FAX

491-0201 愛知県

一宮市奥町下口西92-5

0586-63-3550

0586-63-3560

調剤薬局

494-0001 愛知県

一宮市開明平29-1

0586-47-7837

0586-47-7838

ファーマライズ薬局 瀬戸店

調剤薬局

489-0066 愛知県

瀬戸市東横山町114-3

0561-85-4189

0561-85-4184

ファーマライズ薬局 半田本町店

調剤薬局

475-0871 愛知県

半田市本町7-22

0569-25-6880

0569-25-6877

ファーマライズ薬局 豊川店

調剤薬局

442-0841 愛知県

豊川市代田町1丁目26-2

0533-80-7537

0533-80-7538

ファーマライズ薬局 新川店

調剤薬局

447-0868 愛知県

碧南市松江町6丁目46-2

0566-46-3521

0566-46-3523

ツジ調剤薬局

調剤薬局

485-0829 愛知県

小牧市小牧原1丁目403

0568-42-2280

0568-42-2281

調剤薬局

470-0224 愛知県

みよし市三好町中島29-1

0561-33-2771

0561-33-2772

ファーマライズ薬局 扶桑店

調剤薬局

480-0103 愛知県

丹羽郡扶桑町大字柏森字寺裏46

0587-93-3511

0587-93-3544

ファーマライズ薬局 日永店

調剤薬局

510-0891 三重県

四日市市日永西3丁目17-19-2

059-349-0610

059-349-0611

ファーマライズ薬局 伊勢店

調剤薬局

516-0077 三重県

伊勢市宮町1丁目3-11

0596-29-5722

0596-29-5723

一宮西店

小牧店

ファーマライズ薬局

みよし店

都道府県

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■東海
店舗名

店舗形態

郵便番号

ファーマライズ薬局 鈴鹿住吉店

調剤薬局

ファーマライズ薬局 鈴鹿店

都道府県

住所

TEL

FAX

513-0826 三重県

鈴鹿市住吉2丁目17-3

059-375-1566

059-375-1567

調剤薬局

513-0836 三重県

鈴鹿市国府町字井口57-21

059-370-3770

059-370-3780

鈴鹿みなみ薬局

調剤薬局

513-0836 三重県

鈴鹿市国府町字保子里175

059-370-6637

059-370-6638

ファーマライズ薬局 亀山店

調剤薬局

519-0124 三重県

亀山市東御幸町216-2

0595-84-2266

0595-84-2267

ファーマライズ薬局 恵利原店

調剤薬局

517-0209 三重県

志摩市磯部町恵利原1529

0599-56-0101

0599-56-0102

ファーマライズ薬局 磯部店

調剤薬局

517-0214 三重県

志摩市磯部町迫間49-15

0599-56-2007

0599-56-2008

ファーマライズ薬局 菰野店

調剤薬局

510-1234 三重県

三重郡菰野町大字福村64-6

059-391-0871

059-391-0872

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■関西
店舗名

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

TEL

FAX

ファーマライズ薬局

元浜町店

調剤薬局

526-0059 滋賀県

長浜市元浜町29-5

0749-64-5003

0749-64-5004

ファーマライズ薬局

長浜七条店

調剤薬局

526-0817 滋賀県

長浜市七条町1026-4

0749-68-3022

0749-68-3023

ふたば薬局 (府庁前店)

調剤薬局

602-8026 京都府

075-231-1161

075-231-1181

ファーマライズ薬局

調剤薬局

605-0932 京都府

京都市東山区東大路渋谷下る妙法院前側町427-5

075-525-7700

075-525-7711

双葉薬局 (東山店)

調剤薬局

605-0981 京都府

京都市東山区本町15丁目747-20

075-561-0171

075-561-7171

ふじのもり薬局 (ふじのもり店)

調剤薬局

612-0875 京都府

075-643-6000

075-643-5050

薬ヒグチ 淀店

ドラッグストア

613-0903 京都府

075-633-5055

075-633-5055

ふたば薬局

淀店

調剤薬局

613-0905 京都府

京都市伏見区淀下津町43

075-633-6705

075-633-6706

ふたば薬局

向日店

調剤薬局

617-0002 京都府

向日市寺戸町向畑53-53

075-925-1220

075-925-1221

調剤薬局

617-0817 京都府

長岡京市滝ノ町1丁目15-11

075-958-2053

075-958-2054

ふたば薬局 滝ノ町店

東山七条店

京都市上京区新町通丸太町上る春帯町344-2
折坂ビル1F

京都市伏見区深草枯木町41-1
伏見井上ビル1F
京都市伏見区淀本町215
ツジトミ淀店1F

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■関西
店舗名

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

TEL

FAX

薬ヒグチ 精華台店

ドラッグストア

619-0238 京都府

相楽郡精華町精華台9丁目2-4

0774-98-3899

0774-98-3899

薬のヒグチ 福島駅前店

ドラッグストア

553-0003 大阪府

大阪市福島区福島5丁目14-15

06-6452-2734

06-6452-2734

さくら薬局

調剤薬局

555-0023 大阪府

06-4808-5040

06-4808-5041

調剤薬局

544-0021 大阪府

06-6711-5260

06-6711-5261

薬のヒグチ 桃谷店

ドラッグストア

544-0034 大阪府

06-6715-2159

06-6715-2159

新世薬局

調剤薬局

545-0052 大阪府

大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目3-24

06-6115-6883

06-6115-6448

杭全 ファーマライズ薬局

調剤薬局

546-0002 大阪府

大阪市東住吉区杭全7丁目9-18

06-6710-2677

06-6710-2670

杭全みなみ薬局

調剤薬局

546-0003 大阪府

06-4301-8520

06-4301-8521

薬ヒグチ 西中島店

ドラッグストア

532-0011 大阪府

06-6885-3179

06-6885-3179

薬のヒグチ モアーズワン店

ドラッグストア

532-0011 大阪府

06-6889-1193

06-6889-1193

西淀川店

ファーマライズ薬局

勝山店

阿倍野店

大阪市西淀川区花川1丁目17-13
横川ビル1F
大阪市生野区勝山南4丁目5-6
大阪市生野区桃谷5丁目3-17
ビス千代内

大阪市東住吉区今川1丁目4-10
サンライフ今川101
大阪市淀川区西中島3丁目17-8
大阪市淀川区西中島3丁目19-11
西中島サンアールオレンジ館

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■関西
店舗名

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

TEL

FAX

鶴見 ファーマライズ薬局

調剤薬局

538-0053 大阪府

06-6180-0230

06-6180-0231

大阪みなみ薬局

調剤薬局

530-0021 大阪府

06-6485-5661

06-6485-5662

天六 ファーマライズ薬局

調剤薬局

530-0021 大阪府

06-6374-0041

06-6374-2366

大阪みなみ薬局２号店

調剤薬局

530-0021 大阪府

06-6131-8284

06-6131-8285

薬のヒグチ薬局

調剤薬局

540-0012 大阪府

06-6942-5550

06-6942-5552

ドラッグストア

541-0043 大阪府

06-6227-4648

06-6227-4648

浜寺 ファーマライズ薬局

調剤薬局

592-8346 大阪府

堺市西区浜寺公園町1丁12-10

072-265-6371

072-265-6372

ファーマライズ薬局 千里店

調剤薬局

560-0081 大阪府

豊中市新千里北町2丁目20-13

06-6836-1151

06-6836-1152

さくら薬局

阪急庄内駅前店

調剤薬局

561-0831 大阪府

豊中市庄内東町2丁目2-10

06-6335-0077

06-6335-0078

薬のヒグチ

北千里店

ドラッグストア

565-0874 大阪府

06-6832-0020

06-6832-0020

薬のヒグチ

谷町二丁目店

北浜プラザ店

大阪市鶴見区鶴見4丁目1-2-102
大阪市北区浮田1丁目3-11
梅田プレミアムコート1F
大阪市北区浮田1丁目3-16
ロータリー天神橋101
大阪市北区浮田2丁目2-12
大阪市中央区谷町2丁目3-12
マルイト谷町ビル1F
大阪市中央区高麗橋1丁目7-3
北浜プラザ地下1F B02

吹田市古江台4丁目119-6
阪急オアシス北千里店1F

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■関西
店舗名

薬ヒグチ薬局

薬のヒグチ

アルザタウン店

アルザタウン店

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

調剤薬局

595-0025 大阪府

ドラッグストア

595-0025 大阪府

泉大津市旭町20-1
アルザタウン泉大津1F
泉大津市旭町20-1
アルザタウン泉大津1F
高槻市緑が丘1丁目3-1

TEL

FAX

0725-90-6767

0725-90-6768

0725-23-7898

0725-23-7898

072-668-3077

072-668-3088

072-805-5300

072-805-5301

さくら保健薬局

（高槻店）

調剤薬局

569-1026 大阪府

さくら保健薬局

（枚方店）

調剤薬局

573-1197 大阪府

ひらかた市民薬局

調剤薬局

573-1197 大阪府

枚方市禁野本町2丁目15-2

072-805-3550

072-805-3551

志紀薬局

調剤薬局

581-0031 大阪府

八尾市志紀町1丁目5-3

072-920-5931

072-920-5932

調剤薬局

581-0864 大阪府

八尾市山畑4-4

072-940-5800

072-940-5801

薬ヒグチ 金剛店

ドラッグストア

584-0073 大阪府

0721-29-2478

0721-29-2478

薬ヒグチ 萱島駅店

ドラッグストア

572-0827 大阪府

寝屋川市萱島本町19-2

072-823-8743

072-823-8743

ファーマライズ薬局 かやしま店

調剤薬局

572-0827 大阪府

寝屋川市萱島本町20-4

072-820-0355

072-820-0356

さくら薬局

八尾店

中島グリーンビル102
枚方市禁野本町2丁目14-6
メゾン・ニュアージュ1F

富田林市寺池台1丁目9-60
ファミ－ル金剛ヒルズソシエテ

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■関西
店舗名

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

TEL

FAX

調剤薬局

574-0016 大阪府

大東市南津の辺町23-39

072-812-5003

072-812-5004

薬のヒグチ 柏原駅前店

ドラッグストア

582-0006 大阪府

柏原市清州1丁目3-2

072-970-1193

072-970-1193

薬のヒグチ 千里丘駅前店

ドラッグストア

566-0011 大阪府

摂津市千里丘東2丁目10-1

072-631-3030

072-631-3030

薬のヒグチ

ドラッグストア

592-0003 大阪府

072-265-7700

072-265-7700

薬ヒグチ 東大阪店

ドラッグストア

577-0004 大阪府

06-4309-1193

06-4309-1193

薬のヒグチ薬局

調剤薬局

578-0941 大阪府

072-968-4193

072-965-1193

薬のヒグチ 岩田駅前店

ドラッグストア

578-0941 大阪府

072-968-1193

072-968-1193

ファーマライズ薬局 花園店

調剤薬局

579-8036 大阪府

東大阪市鷹殿町17-6

072-981-0021

072-981-0022

ピーチ薬局

調剤薬局

590-0505 大阪府

泉南市信達大苗代1123-24

072-482-1113

072-482-1103

ファーマライズ薬局 なんこう店

調剤薬局

575-0023 大阪府

四条畷市楠公2丁目8-19

072-879-0270

072-879-0271

薬ヒグチ薬局

野崎店

羽衣駅前店

岩田駅前店

高石市東羽衣3丁目1-1
イコーネはごろも1階
東大阪市稲田新町3丁目9-64
フレスポ東大阪
東大阪市岩田町4丁目3-21
希来里1F
東大阪市岩田町4丁目3-21
希来里1F

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■関西
店舗名

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

調剤薬局

658-0053 兵庫県

薬のヒグチ 住吉駅前店

ドラッグストア

658-0053 兵庫県

おのころ薬局

調剤薬局

652-0044 兵庫県

薬のヒグチ薬局

住吉駅前店

大井通店

神戸市東灘区住吉宮町4丁目4-1
きらら200
神戸市東灘区住吉宮町4丁目4-1
きらら200
神戸市兵庫区大井通1丁目1-26
ハイツあすなろ1F

TEL

FAX

078-822-1193

078-822-4193

078-843-4194

078-843-4194

078-515-8127

078-515-8128

新世薬局

洲本本町店

調剤薬局

656-0025 兵庫県

洲本市本町2丁目2-11

0799-22-6777

0799-22-6999

新世薬局

宇原店

調剤薬局

656-0054 兵庫県

洲本市宇原2251-2

0799-25-5888

0799-25-5878

新世薬局

納店

調剤薬局

656-0101 兵庫県

洲本市納215

0799-25-5388

0799-25-5466

新世薬局

都志店

調剤薬局

656-1301 兵庫県

洲本市五色町都志大日68-3

0799-33-0590

0799-33-0591

新世薬局

芦屋東山店

調剤薬局

659-0091 兵庫県

芦屋市東山町15-12 1F

0797-34-3887

0797-34-3887

調剤薬局

664-0858 兵庫県

072-772-3685

072-772-3685

調剤薬局

675-0054 兵庫県

079-434-5512

079-434-5513

サクラ薬局

新世薬局

タミー店

平津店

伊丹市西台1丁目1-1
阪急伊丹リータ1F
加古川市米田町平津413-1

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■関西
店舗名

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

TEL

FAX

調剤薬局

656-0501 兵庫県

南あわじ市福良甲1528-5

0799-50-2556

0799-50-2557

一宮店

調剤薬局

656-1521 兵庫県

淡路市多賀1283-2

0799-85-2525

0799-85-2525

新世薬局

志筑連上店

調剤薬局

656-2131 兵庫県

淡路市志筑1718-1

0799-60-1180

0799-60-1181

新世薬局

田井店

調剤薬局

656-2131 兵庫県

淡路市志筑1791-5

0799-62-6251

0799-62-6241

新世薬局

新島店

調剤薬局

656-2132 兵庫県

淡路市志筑新島10-11

0799-62-6338

0799-62-6339

新世薬局

大町店

調剤薬局

656-2156 兵庫県

淡路市大町下362-5

0799-62-7370

0799-62-7371

新世薬局

夢舞台店

調剤薬局

656-2306 兵庫県

淡路市夢舞台1-34

0799-73-2252

0799-73-2262

調剤薬局

649-6631 和歌山県 紀の川市名手市場303-2

0736-75-9750

0736-75-9760

新世薬局

福良店

新世調剤薬局

さくら薬局

（紀の川店）

ファーマライズホールディングス㈱

優待商品券

使用可能店舗（2022年6月1日現在）

■九州・沖縄
店舗名

ファーマライズ薬局

ゆい薬局

宮崎店

長田店

店舗形態

郵便番号 都道府県 住所

TEL

FAX

調剤薬局

880-0003 宮崎県

宮崎市高松町1-16

0985-61-6255

0985-61-6256

調剤薬局

901-2212 沖縄県

宜野湾市長田1丁目26-17

098-896-0700

098-896-0707

ファーマライズ薬局

あらかわ店

調剤薬局

907-0024 沖縄県

石垣市新川118

0980-84-1030

0980-84-1031

ファーマライズ薬局

石垣店

調剤薬局

907-0024 沖縄県

石垣市新川2105

0980-88-0005

0980-88-0006

ゆい薬局

真栄里店

調剤薬局

901-0362 沖縄県

糸満市真栄里2024-3

098-994-4193

098-994-4194

ゆい薬局

知花店

調剤薬局

904-2143 沖縄県

沖縄市知花6丁目26-16

098-929-4193

098-929-4194

ゆい薬局

(嘉手納店）

調剤薬局

904-0203 沖縄県

中頭郡嘉手納町字嘉手納261

098-956-9777

098-956-9779

ゆい薬局

江口店

調剤薬局

901-1303 沖縄県

島尻郡与那原町字与那原3691-1

098-988-0693

098-988-0692

