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薬局名 都道府県 住所

熟成黒にんにく

＋オルニチン

取扱あり

ファーマシィ薬局目黒中央 東京都 目黒区上目黒5-32-6　フローラルコート1階 ●

ファーマシィ薬局恵比寿中央 東京都 目黒区三田1-11-29 T-2000ﾋﾞﾙ 1階 ●

ファーマシィ薬局恵比寿在宅ケア 東京都 目黒区三田1-12-24　MT3ビル3階 ×

ファーマシィ薬局砧世田谷通り 東京都 世田谷区砧3-3-1 ●

大蔵調剤薬局 東京都 世田谷区砧3-4-1 ●

ファーマシィ薬局大蔵 東京都 世田谷区砧3-4-1 ●

ファーマシィ薬局かさい中央 東京都 江戸川区東葛西6-27-11　ｱﾝﾀﾞﾝﾃﾋﾞﾙ1階 ×

ファーマシィ薬局鞍馬口 京都府 京都市北区小山下総町44－7　ルセロ鞍馬口1階 ●

ファーマシィ薬局五条御前 京都府 京都市中京区壬生東高田町44-1 ●

ファーマシィ薬局東山 京都府 京都市東山区泉涌寺雀ヶ森町13-14 ●

ファーマシィ薬局もみじ 京都府 京都市東山区泉涌寺雀ヶ森町13-16 ●

ファーマシィ薬局ほんまち 京都府 京都市東山区本町14-260 ●

ファーマシィ薬局とくい 大阪府 大阪市中央区徳井町1-3-14　ｾﾝﾄﾚｺｰｴｰ1階 ●

ファーマシィ薬局あい 大阪府 大阪市天王寺区筆ヶ崎町2-61 ●

ファーマシィ薬局上本町駅前 大阪府 大阪市天王寺区石ケ辻町18-21　上六ときﾋﾞﾙ1階 ●

本町薬局 大阪府 大阪市西成区梅南1-2-1-1　近大ビル1F ×

ファーマシィ薬局ながの 大阪府 河内長野市長野町7-7　ﾏｲﾃﾞﾝﾊｲﾂ1階 ●

ファーマシィ薬局こくぶ 大阪府 柏原市旭ヶ丘3-1-68 ●

ファーマシィ薬局藤井寺駅前 大阪府 藤井寺市岡2-9-13　102号 ●

ファーマシィ薬局はーと 大阪府 藤井寺市岡2-9-15 ●

ファーマシィ薬局真美ヶ丘 奈良県 香芝市真美ヶ丘1-14-5 ●

ファーマシィ薬局アゼリア 和歌山県 和歌山市木ノ本103-3 ●

ファーマシィ薬局米子センター 鳥取県 米子市上福原177-3 ●

ファーマシィ薬局くるみ 鳥取県 米子市道笑町4-122-10 ●

ファーマシィ薬局西福原 鳥取県 米子市西福原4-9-50 ●

ファーマシィ薬局松江センター 島根県 松江市西津田8-8-8 ●

ファーマシィ薬局浜田駅北 島根県 浜田市浅井町867-3 ●

ファーマシィ薬局きりん 島根県 出雲市国富町833-12 ●

ファーマシィ薬局くにびき 島根県 出雲市今市町2078 ●

ファーマシィ薬局まごころ 島根県 出雲市武志町733-4 ●

ファーマシィ薬局すこやか 島根県 出雲市塩冶町1539-60 ●

ファーマシィ薬局神前 島根県 出雲市塩冶神前2-1-25 ●

ファーマシィ薬局花のさと 島根県 出雲市下古志町1125-3 ●

ファーマシィ薬局出雲中央 島根県 出雲市姫原4-10-2 ●

ファーマシィ薬局新川 島根県 出雲市斐川町直江3965-2 ●

ファーマシィ薬局ひかわ 島根県 出雲市斐川町直江4897-3 ●

ファーマシィ薬局益田センター 島根県 益田市乙吉町イ103-1 ●

ファーマシィ薬局さかえ 島根県 大田市仁摩町仁万562-1 ●

ファーマシィ薬局岡山駅西口 岡山県 岡山市北区奉還町2-1-29 日笠ﾋﾞﾙ1階 ●

ファーマシィ薬局オレンジ 岡山県 岡山市北区下中野718-109 ●

ファーマシィ薬局藤原 岡山県 岡山市中区藤原23-22 ●

サプリメント取扱薬局一覧
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ファーマシィ薬局くらしき 岡山県 倉敷市田ノ上735-4 ●

ファーマシィ薬局さにぃ 岡山県 倉敷市玉島黒崎3911-5 ●

ファーマシィ薬局西大島 岡山県 笠岡市西大島新田669 ×

ファーマシィ薬局美の浜 岡山県 笠岡市美の浜29-66 ●

ファーマシィ薬局せと 岡山県 笠岡市横島1944-1 ●

ファーマシィ薬局西江原 岡山県 井原市西江原町666-5 ●

ファーマシィ薬局井原セントレ 岡山県 井原市井原町543-9 ●

ファーマシィ薬局たかや 岡山県 井原市高屋町247-1 ●

ファーマシィ薬局よりしま 岡山県 浅口市寄島町7543-10 ×

ファーマシィ薬局やかげ 岡山県 小田郡矢掛町矢掛2685-1 ●

ファーマシィ薬局広島タワービル 広島県 広島市南区松原町5-1　4階 ●

ファーマシィ薬局宇品神田 広島県 広島市南区宇品神田1-4-3 ｵｵﾀﾋﾞﾙ1階 ●

ファーマシィ薬局ふれあい 広島県 尾道市栗原町8517-1 ×

ファーマシィ薬局尾道 広島県 尾道市西御所町6-27 ●

ファーマシィ薬局病院前 広島県 尾道市新高山3-1170-109 ●

ファーマシィ薬局新高山 広島県 尾道市新高山3-1170-247 ●

ファーマシィ薬局あすなろ 広島県 尾道市御調町市106 ●

ファーマシィ薬局南手城 広島県 福山市南本庄3-2-16 ●

ファーマシィ薬局クレール 広島県 福山市御門町3-3-9 ×

ファーマシィ薬局すみよし 広島県 福山市住吉町7-28 ●

ファーマシィ薬局野上 広島県 福山市野上町3-4-32 ●

ファーマシィ薬局さんて 広島県 福山市沖野上町4-22-30 ●

ファーマシィ薬局国立前 広島県 福山市沖野上町4-23-27 ●

ファーマシィ薬局沖野上 広島県 福山市沖野上町4-23-28 ●

ファーマシィ薬局みのみ 広島県 福山市水呑町1957-2 ●

ファーマシィ薬局たけがはな 広島県 福山市水呑町3590-1 ●

ファーマシィ薬局新徳田 広島県 福山市神辺町新徳田3-542-2 ×

ファーマシィ薬局神辺 広島県 福山市神辺町新徳田3-546-2 ●

ファーマシィ薬局加茂 広島県 福山市加茂町上加茂392-1 ●

ファーマシィ薬局春日在宅ケア 広島県 福山市春日町2-3-3　1F ×

ファーマシィ薬局伊勢丘 広島県 福山市伊勢丘6-1-25 ●

ファーマシィ薬局だいもん 広島県 福山市大門町3-19-16 ●

ファーマシィ薬局あけぼの 広島県 福山市曙町3-20-21-1 ●

ファーマシィ薬局新涯 広島県 福山市新涯町1-5-40 ●

ファーマシィ薬局南手城 広島県 福山市南手城町2-12-18 ×

ファーマシィ薬局松永ファミール 広島県 福山市松永町4-1-4　駅前ﾛｰﾀﾘｰﾏﾝｼｮﾝ1階 ●

ファーマシィ薬局今津 広島県 福山市今津町2-2-10 ●

ファーマシィ薬局みのり 広島県 福山市今津町2-3-9 ●

ファーマシィ薬局府中 広島県 府中市鵜飼町555-38 ●

ファーマシィ薬局マロン 広島県 府中市栗柄町2203-1 ●

ファーマシィ薬局三次 広島県 三次市十日市中2-13-1 ●

ファーマシィ薬局健美 広島県 三次市東酒屋町587-1　Ｋ’ｚビル1階 ●

ファーマシィ薬局三次センター 広島県 三次市東酒屋町586-5 ●

ファーマシィ薬局こうぬ 広島県 三次市甲奴町本郷636-11 ●

ファーマシィ薬局吉田中央 広島県 安芸高田市吉田町吉田3782-8 ●

ファーマシィ薬局せら 広島県 世羅郡世羅町本郷822-13 ●

ファーマシィ薬局たかまつ 香川県 高松市観光町539-5 ●

ファーマシィ薬局観音寺 香川県 観音寺市植田町1008-1 ×

ファーマシィ薬局観音寺第2 香川県 観音寺市植田町1930 ×

ファーマシィ薬局今治 愛媛県 今治市喜田村7-2-42 ●

ファーマシィ薬局やえやま 沖縄県 石垣市真栄里587-1 ●
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