
●免税店舗一覧（2019.12.1現在）
※日本例假日請參考最下方，詳情請洽門市。

店名（日文） 地址（日文） 電話號碼 營業時間 休息日
松本清 札幌狸小路店 北海道札幌市中央区南二条西3-1-5 011-219-0225 10:00-22:00 無休
松本清 札幌狸小路Part2店 北海道札幌市中央区南三条西3-13-1 011-252-1510 9:00-23:00 無休
松本清 札幌すすきの店 北海道札幌市中央区南四条西3-9-2 011-252-2650 10:00-23:00 無休
松本清 札幌南１条店 北海道札幌市中央区南1条西3-8 011-281-7511 10:00-21:00 無休
松本清 弘前駅ビルアプリーズ店 青森県弘前市大字表町2-11 0172-32-3140 10:00-20:00 無休
松本清 青森駅ビルラビナ店 青森県青森市柳川1-2-3 017-775-5272 10:00-20:00 無休
松本清 ラピア八戸店 青森県八戸市江陽2-14-1　八戸ショッピングプラザ3F 0178-71-2116 10:00-21:00 無休
松本清 ＤＳシンフォニープラザ八戸沼館店 青森県八戸市沼館4-4-8 0178-73-5150 10:00-21:00 無休
松本清 イオンモール秋田店 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1 018-826-1140 9:00-21:00 無休
松本清 秋田駅ビルＡＬＳ店 秋田県秋田市中通7-2-1 018-834-8288 10:00-20:00 無休
松本清 ドラッグストア一関店 岩手県一関市山目字寺前20番地 0191-26-5595 10:00-20:00 無休
松本清 クロステラス盛岡店 岩手県盛岡市大通3-4-1 019-606-1852 10:00-22:00
松本清 盛岡駅ビルフェザン店 岩手県盛岡市盛岡駅前通1-44 おでんせ館BF 019-654-5388 8:00-21:00 無休
松本清 仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区中央3-6-5 022-212-2780 8:00-22:00 元旦
松本清 仙台クリスロード店 宮城県仙台市青葉区中央2-2-24 022-215-1665 一~六 8:00-22:00 日 9:00-22:00 元旦
松本清 ララガーデン長町店 宮城県仙台市太白区長町7-20-5 ララガーデン長町1F 022-246-7161 10:00-21:00 無休
松本清 仙台中央通り店 宮城県仙台市青葉区一番町3-6-4 022-268-1705 9:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア六丁の目店 宮城県仙台市若林区六丁の目南町9-32 022-288-2082 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア岩沼桜店 宮城県岩沼市桜1-6-31 0223-25-5681 9:00-22:00
松本清 ドラッグストア岩沼玉浦西店 宮城県岩沼市玉浦西4-1-1 0223-25-5788 9:30-20:00
松本清 泉パークタウンタピオ店 宮城県仙台市泉区寺岡6-5-1泉パークタウンタピオ北館1階 022-342-6278 10:00-20:00 元旦
松本清 泉中央店 宮城県仙台市泉区泉中央1-15-2 022-374-5355 7:30-23:00 (六10:00-23:00 星期日&例假日10:00-21:00) 無休
松本清 ドラッグストア大河原店 宮城県柴田郡大河原町新東20-10 0224-51-3578 9:00-21:00
松本清 薬 マツモトキヨシ 仙台一番町店 宮城県仙台市青葉区一番町4-3-26 022-723-8333 9:00-22:00 無休
松本清 仙台東口駅前店 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-2-8 松栄東口第一ビル 022-791-0890 8:00-21:00 六日&例假日10:00-21:00 無休
松本清 エスパル山形店 山形県山形市香澄町1-1-1 023-631-1821 9:00-20:00 元旦
松本清 ドラッグストア会津西若松店 福島県会津若松市住吉町24-3 0242-28-2370 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア会津門田店 福島県会津若松市東年貢2-3-1 0242-36-5335 9:00-21:30 無休
松本清 エスパル福島店 福島県福島市栄町1-1 024-521-2828 10:00-20:00 元旦 (藥局:元旦、臨時休息日)
松本清 ドラッグストアメガステージ白河店 福島県白河市字新高山8 0248-23-9255 9:30-22:00
松本清 エスパル郡山店 福島県郡山市燧田195番地 024-935-1021 8:00-21:00 元旦
松本清 ドラッグストア郡山堤店 福島県郡山市堤3-6 024-962-7233 9:30-21:00
松本清 ドラッグストア水原店 新潟県阿賀野市日の出町115 0250-63-2688 9:00-21:00 元旦
松本清 ドラッグストア安田店 新潟県阿賀野市保田3293-1 0250-68-7080 9:00-20:00 元旦
松本清 新潟駅ビルＣｏＣｏＬｏ東店 新潟県新潟市中央区花園1-1-1 025-240-0001 8:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア佐渡真野店 新潟県佐渡市吉岡字大道483-1 0259-51-2080 9:00-22:00 元旦
松本清 ドラッグストア佐渡金井店 新潟県佐渡市泉3 0259-61-1750 9:00-22:00 元旦
松本清 ドラッグストアフレスポ大町店 長野県大町市大町3500-7 0261-21-2320 9:00-21:00 元旦
松本清 白馬店 長野県北安曇郡白馬村大字北城5934-1 0261-71-1671 9:30-21:00 元旦
松本清 ファミリードラッグ松代店 長野県長野市松代町西寺尾1212 026-215-6016 9:00-20:00 元旦
松本清 薬　マツモトキヨシMIDORI長野店 長野県長野市南千歳1-22-6　MIDORI長野1F 026-267-5180 10:00-20:00 元旦
松本清 ＭＩＤＯＲＩ松本店 長野県松本市深志1-1-1 0263-36-3980 10:00-20:00 元旦
松本清 アルピコプラザ店 長野県松本市深志1-2-30 アルピコプラザ1F 0263-38-3170 9:00-21:00 無休
松本清 ピオニーウォーク東松山店 長野県塩尻市広丘野村1688-1 0263-51-6256 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア大和店 長野県諏訪市湖岸通り2-305-1 0266-54-5080 9:00-21:00(藥局:9:00-19:00) 元旦(藥局:星期日&例假日、12/31-
松本清 ドラッグストア諏訪ステーションパーク店 長野県茅野市中沖13-6 0266-71-1450 10:00-21:00 無休
松本清 ファミリードラッグ御代田店 長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口1850 0267-31-2010 9:00-21:00 元旦

松本清 マツモトキヨシ軽井沢店 長野県北佐久郡軽井沢町長倉2669-1 0267-44-3180 9:00-20:00 (藥局 9:00-13:30 14:30-18:00)
元旦 (藥局:星期日&例假日、12/31-
1/3)

松本清 ドラッグストアユーメイト上田中央店 長野県上田市中央5-13-31 0268-71-2270 9:00-22:00 元旦
松本清 ファミリードラッグ中野一本木店 長野県中野市一本木233-1 0269-24-6220 9:00-21:00 元旦
松本清 ドラッグストア伊勢崎平和町店 群馬県伊勢崎市平和町19-1 0270-22-3631 10:00-23:00 元旦
松本清 ドラッグストア伊勢崎寿モール店 群馬県伊勢崎市柳原町92-1 0270-23-2286 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストアフォリオ安堀店 群馬県伊勢崎市安堀町223-1 0270-24-5551 10:00-23:00 元旦
松本清 ドラッグストア伊勢崎美茂呂店 群馬県伊勢崎市美茂呂町3739-1 0270-24-8187 10:00-23:00 元旦
松本清 けやきウォーク前橋店 群馬県前橋市文京町2-1-1 027-223-0061 10:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア前橋関根店 群馬県前橋市関根町1-2-36 027-233-6976 10:00-21:00 元旦
松本清 イーサイト高崎店 群馬県高崎市八島町222　ｲｰｻｲﾄ高崎1F 027-321-5803 9:00-21:00 無休
松本清 モントレー高崎駅ビル店 群馬県高崎市八島町222 027-324-8125 10:00-20:30 無休
松本清 ドラッグストア高崎並榎町店 群馬県高崎市並榎町61ー1 027-370-1005 9:00-22:00 元旦
松本清 ドラッグストア館林富士見町店 群馬県館林市富士見町12-45 0276-75-0733 10:00-23:00 元旦
松本清 ドラッグストアアゼリアモール館林店 群馬県館林市楠町3648-1 0276-76-7617 9:30-21:00 元旦
松本清 ドラッグストアベイシア沼田店 群馬県沼田市久屋原町413 0278-23-8460 10:00-20:00 元旦
松本清 ドラッグストアマーケットシティ古河店 茨城県古河市松並2-18-10 0280-30-1285 9:30-21:00 元旦
松本清 ドラッグストア佐野浅沼店 栃木県佐野市浅沼町富士之宮122-2 0283-21-0587 9:30-23:00 無休
松本清 おやまゆうえんハーヴェストウォーク店 栃木県小山市喜沢1475 0285-20-0050 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア小山東城南店 栃木県小山市東城南4-34-7 0285-31-0588 9:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア宇都宮平松本町店 栃木県宇都宮市平松本町1109-8 028-610-0256 9:00-21:00 元旦
松本清 宇都宮駅ビルパセオ店 栃木県宇都宮市川向町1-23 028-627-8536 10:00-20:00（藥局:10:00-19:00） 元旦 (藥局:星期日&例假日)
松本清 ドラッグストア宇都宮今泉店 栃木県宇都宮市中今泉3-1-29 028-639-6485 9:00-23:00 元旦
松本清 ドラッグストア高根沢店 栃木県塩谷郡高根沢町光陽台3-11-1 028-675-7360 10:00-21:00 元旦
松本清 ベルモール宇都宮店 栃木県宇都宮市陽東6-2-1 028-689-7311 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア大田原店 栃木県大田原市美原1-3159-1 0287-23-5570 9:30-21:30 無休



松本清 ドラッグストア西那須野東町店 栃木県那須塩原市東町15-8 0287-39-7285 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア鹿沼千渡店 栃木県鹿沼市千渡1827-1 0289-60-5267 9:00-22:00
松本清 ドラッグストア鉾田アクロス店 茨城県鉾田市塔ヶ崎1017ー1 ショッピングガーデンアクロス内 0291-34-1055 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア鉾田ビッグハウス店 茨城県鉾田市滝浜482-1 0291-36-0122 9:00-22:00 元旦
松本清 ドラッグストアひたちなか笹野店 茨城県ひたちなか市笹野町1-9-4 029-202-5055 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア水戸千波町店 茨城県水戸市千波町千波山2467-3 029-243-5588 9:00-22:00 無休
松本清 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ水戸見川店 茨城県水戸市見川2-58-1 029-251-2333 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストアフレスポ赤塚店 茨城県水戸市河和田1-1 029-251-6160 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア水戸双葉台店 茨城県水戸市中丸町608-3 029-253-6626 9:00-21:30 無休
松本清 ドラッグストア那珂湊店 茨城県ひたちなか市田中後7478-1 029-263-2234 9:00-21:30 無休
松本清 ドラッグストアヨークタウンひたちなか店 茨城県ひたちなか市東石川3614-1 029-275-5776 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア東海店 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西3-13-22 029-287-3121 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア高萩安良川店 茨城県高萩市安良川193 0293-22-5051 9:30-21:30 無休
松本清 ドラッグストア日立川尻店 茨城県日立市川尻町4-1 0294-43-1117 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア常陸大宮店 茨城県常陸大宮市姥賀町566-1 0295-53-5701 9:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア玉戸モール店 茨城県筑西市玉戸1018-41 0296-26-8233 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア下妻店 茨城県下妻市大字下妻丙853 0296-43-1520 9:00-22:00 元旦
松本清 守谷駅店 茨城県守谷市中央2-18-3 0297-48-0301 10:00-21:30 無休
松本清 ドラッグストア守谷薬師台店 茨城県守谷市薬師台1-1-2 0297-48-1341 9:00-21:45 無休
松本清 ドラッグストアたつのこまち龍ケ崎モール店 茨城県龍ヶ崎市中里2-1-2 0297-61-2207 9:00-22:00 (藥局:一~五9:00-15:00 16:00-18:00 六9:00- 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 ドラッグストア竜ヶ崎城南店 茨城県龍ヶ崎市光順田1713-1 0297-62-8880 9:30-21:30 無休
松本清 北竜台サプラ店 茨城県竜ヶ崎市小柴5-1-2 0297-65-4812 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア取手青柳店 茨城県取手市青柳1-8-31 0297-72-1305 9:30-21:30 元旦
松本清 ボックスヒル取手店 茨城県取手市中央町2-5 0297-72-6891 10:00-21:00 元旦
松本清 ドラッグストア藤代店 茨城県取手市藤代南2-16-2 0297-83-3130 9:30-21:30 元旦
松本清 ドラッグストア土浦ピアタウン店 茨城県土浦市真鍋新町18-13 029-825-3912 9:30-20:00 無休
松本清 ＤＳレプサモールつくば店 茨城県つくば市大字下原字池向380-5 029-837-1221 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストアヨークタウンつくば竹園店 茨城県つくば市竹園1-3-1 029-850-5660 10:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストアつくば高見原店 茨城県つくば市高見原1-1-12 029-870-3456 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア牛久中央店 茨城県牛久市中央2-16-12 029-871-8161 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア江戸崎店 茨城県稲敷市江戸崎町甲2137 029-892-7712 9:00-21:00 (藥局:一~六10:00-18:30) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 ドラッグストア八郷店 茨城県石岡市柿岡字和尚塚5687-2 0299-43-3551 9:00-20:00 無休
松本清 ドラッグストア牛堀ララルー店 茨城県潮来市永山777 0299-64-6811 10:00-20:00 元旦
松本清 ドラッグストア西代パルナ店 茨城県稲敷市西代1495 0299-80-5822 10:00-20:00 無休
松本清 ドラッグストア神栖店 茨城県神栖市大野原4-4-5 0299-92-2571 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストアライフガーデン神栖店 茨城県神栖市平泉8-80 0299-95-5560 9:00-22:00 無休
松本清 有楽町二丁目店 東京都千代田区有楽町2-8-5 03-3201-1688 24小時營業 無休

PAPASU藥妝(ぱぱす) 新宿イーストサイドスクエア店 東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア1F 03-3205-1931
一~五 8:00-22:00 六 9:00-21:00 星期日&例假日 10:00-
21:00 藥局 一~五9:00-19:30 六9:00-15:30

無休 (藥局:星期日&例假日）

PAPASU藥妝(ぱぱす) 大久保店 東京都新宿区大久保2-1-8 プラザ新大樹ビル1F 03-3208-9341 9:00-22:00 無休
松本清 新宿三丁目店 東京都新宿区新宿3-17-3 03-3226-8618 9:00-22:30 無休
松本清 神保町店 東京都千代田区神田神保町2-24-1 03-3234-6529 10:00-21:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 麹町店 東京都千代田区麹町3-3-4 KDX麹町ビル 03-3265-4117 8:00-21:00 六日&例假日 10:00-20:00 無休
松本清 銀座５ｔｈ店 東京都中央区銀座5-5-1 03-3289-5321 10:00-22:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 浜田山店 東京都杉並区浜田山3-30-2 03-3304-9341 10:00-22:00 無休
松本清 阿佐ケ谷北口店 東京都杉並区阿佐谷北 2-13-2 03-3310-7421 9:30-21:30 無休
松本清 方南町店 東京都杉並区和泉4-51-10 昌広ビル1F 03-3316-4022 9:00-22:30 無休
松本清 永福町店 東京都杉並区和泉3-5-5　フレサ永福町ビル１Ｆ 03-3324-4388 10:00-21:30 (藥局:一~五10:00-20:00 六10:00-18:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 新大久保駅前店 東京都新宿区百人町2-4-2 03-3371-2133 24小時營業（星期日&例假日22點關店,隔天10點開店） 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 西新宿店 東京都新宿区西新宿4-1-10 東建ニューハイツ西新宿1F 03-3373-4193 10:00-22:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 井荻駅前店 東京都杉並区上井草1-24-17 03-3395-9341 9:00-22:00 無休
松本清 井荻駅前店 東京都杉並区下井草5-18-13 03-3396-6055 10:00-22:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 北青山店 東京都港区北青山2-12-31 第3イノセビル1F 03-3405-4493 10:00-22:00 六日&例假日 10:00-21:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 若林店 東京都世田谷区若林3-13-7 03-3413-4193 10:00-22:00 藥局 一~五 10:00-19:00 六 10:00-14:00 無休 (藥局:木、星期日&例假日)
松本清 原宿竹下通り店 東京都渋谷区神宮前1-16-7 03-3423-5115 9:30-22:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 世田谷１丁目店 東京都世田谷区世田谷1-25-3 03-3429-0800 10:00-22:00 無休
松本清 渋谷Ｐａｒｔ１店 東京都渋谷区宇田川町22-3 03-3463-1130 24小時營業 無休
松本清 六本木店 東京都港区六本木6-1-26 03-3470-6244 24小時營業（1樓:24小時營業 2樓:7點-24點） 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 広尾店 東京都渋谷区広尾5-16-2 KITAMURA65KAN1F 03-3473-9311 9:00-22:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) どらっぐぱぱす西五反田店 東京都品川区西五反田3-10-12 TFX五反田ビル1F 03-3490-4193 9:00-22:00 藥局(一二三五六 9:00-19:30  四10:00- 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 八重洲地下街店 東京都中央区八重洲2-1 八重洲地下街中2号 03-3516-6929

8:00-21:00 六日&例假日 10:00-20:00 (藥局:一~五9:00-
20:00)

元旦 (藥局:六日&例假日)
松本清 御茶ノ水駿河台店 東京都千代田区神田駿河台2-1 03-3518-2136 8:00-21:00（六日&例假日10:00-21:00） (藥局:一~五 無休 (藥局:六日&例假日)

松本清 ワテラスモール店 東京都千代田区神田淡路町2-105 ワテラスアネックス1F 03-3526-7321
9:30-21:00 (藥局:一~五9:30-20:00 星期六&例假日9:30-
20:00 日11:00-15:00)

無休 (藥局:元旦)

松本清 ダイバーシティ東京プラザ店 東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシテイ東京プラザ2F 20800 03-3527-6117 10:00-21:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 千川駅前店 東京都豊島区要町3-39-5 アジリア千川駅前ビル 03-3530-1193 10:00-23:00 無休
松本清 椎名町店 豊島区長崎 2-13-2 03-3530-4800 9:30-21:00 無休
松本清 大山店 東京都板橋区大山町30-17 ハヤシビル 03-3530-5333 9:00-21:30 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 月島１丁目店 東京都中央区月島1-26-5 第4メガロビル 03-3531-9341 10:00-22:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 月島店 東京都中央区月島2-10-2 ムーンアイランドタワー1F 03-3531-9393 9:00-22:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 晴海店 東京都中央区晴海3-12-1　KDX晴海ビル1F 03-3532-9341 10:00-21:00 (藥局:一~五9:00-19:30 六日9:00-17:00) 無休 (藥局:祝)

PAPASU藥妝(ぱぱす) 豊洲フォレシア店 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア 03-3533-4088
8:00-21:00 六日&例假日 10:00-20:00  藥局 一~五
10:00-19:00 六 10:00-17:00 日 10:00-18:00

無休 (藥局:祝)

PAPASU藥妝(ぱぱす) 勝どき５丁目店 東京都中央区勝どき5-10-6 03-3533-8031 10:00-21:00 無休
松本清 銀座8th 東京都中央区銀座8-12-10 03-3541-5411 10:00-22:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 八丁堀店 東京都中央区八丁堀2-7-1 03-3552-8814 8:00-21:00 六日&例假日 9:00-21:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 氷川台駅前店 東京都練馬区氷川台3-40-15 ガーデン氷川台ハイム 03-3557-4193 10:00-23:00 無休



PAPASU藥妝(ぱぱす) 練馬駅前店 東京都練馬区練馬1-5-5 03-3557-9341 9:00-23:00 藥局 一~五 9:00-19:30 六 9:00-18:00 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 銀座みゆきＡｖｅ．店 東京都中央区銀座5-8-9 ＢＩＮＯ ＧＩＮＺＡ 03-3575-5026

10:00-22:00（藥局:平日10:00-20:00 六日&例假日10:00-
19:00）

無休
松本清 BeautyU 銀座中央通り店 東京都中央区銀座８丁目８番５号　太陽ビル 03-3575-5090 10:00-20:30 無休
松本清 上石神井駅前店 東京都練馬区上石神井1-5-14 03-3594-7345 9:30-21:00 無休
松本清 新橋駅前店 東京都港区新橋2-7-1 03-3597-8830 平日9:00-22:00、六日10:00-19:00 元旦
松本清 デックス東京ビーチ店 東京都港区台場1-6-1 03-3599-1410 10:00-21:00 無休
松本清 綾瀬駅前店 東京都足立区綾瀬二丁目２５番６号 03-3602-1103 9:00-23：00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 青戸店 東京都葛飾区青戸4-6-4 03-3604-1193 10:00-21:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) お花茶屋駅前店 東京都葛飾区お花茶屋1-18-11 03-3604-4193 9:00-24:00 無休
松本清 綾瀬東口店 東京都足立区綾瀬3-1-1 03-3605-2851 9:00-22:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 亀有店 東京都葛飾区亀有5-38-1 03-3605-7716 10:00-21:00 無休
松本清 綾瀬店 東京都足立区綾瀬3-2-8 シティプレイス綾瀬1F 03-3606-6332 9:00-22:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) セルカ高砂店 東京都葛飾区高砂5-27-15 03-3607-9341 10:00-22:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 平井駅前店 東京都江戸川区平井5-21-3 ガーデン欣志ビル1F 03-3612-1193 10:00-23:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 両国店 東京都墨田区亀沢3-1-16 03-3622-4193 9:00-22:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 石原店 東京都墨田区石原2-14-7 03-3626-9341 10:00-22:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 柴又３丁目店 東京都葛飾区柴又3-4-6 03-3627-1193 10:00-21:00 無休
松本清 錦糸町駅ビル店 東京都墨田区江東橋3-14-5 テルミナ1  地下１F 03-3635-8699 10:00-21:00 元旦
PAPASU藥妝(ぱぱす) 住吉店 東京都江東区住吉1-15-11 シャンティ住吉1F 03-3635-9341 10:00-21:00 無休
松本清 水天宮駅前店 東京都中央区日本橋人形町2-1-2 03-3639-2556 10:00-21:00 （六日&例假日 10:00-20:00） 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 江東千石店 東京都江東区千石1-8-5 03-3640-1800 10:00-21:00 無休
松本清 白河３丁目店 東京都江東区白河3-4-3-104 03-3642-3941 9:00-22:00 (藥局:一~五9:00-20:00 六9:00-18:00) 元旦 (藥局:星期日&例假日)
PAPASU藥妝(ぱぱす) 南小岩店 東京都江戸川区南小岩3-24-13 03-3650-4193 9:00-24:00 日 8:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア新柴又駅前店 東京都葛飾区柴又4-32-14 03-3659-5771 9:00-24:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 新人形町店 東京都中央区日本橋堀留町1-8-12 さくら堀留ビル1F 03-3668-4193 8:00-21:00 六日&例假日 9:00-21:00 無休
松本清 ルミエール新小岩店 東京都葛飾区新小岩1-39-6 03-3674-5399 9:30-21:30 無休
松本清 ドラッグストア西瑞江店 東京都江戸川区瑞江4-20-17 03-3679-0633 9:00-22:00 (藥局:9:00-18:00) 無休 (藥局:星期日&例假日、12/29-
PAPASU藥妝(ぱぱす) 瑞江駅前店 東京都江戸川区瑞江2-3-3 03-3679-9341 9:00-23:00 無休
松本清 亀戸北口店 東京都江東区亀戸 5-15-3 03-3685-7533 9:00-21:30 無休
松本清 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ船堀店 東京都江戸川区春江町5-11-4 03-3686-8721 9:00-22:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 西新小岩店 東京都葛飾区西新小岩4-10-4 03-3694-8588 10:00-21:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 堀切菖蒲園店 東京都葛飾区堀切4-11-3 03-3695-4193 10:00-22:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 奥戸店 東京都葛飾区奥戸3-22-9 03-3696-4193 10:00-24:00 藥局:一~五 9:00-19:00 六 9:00-16:00 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 立石駅前店 東京都葛飾区立石4-25-8 03-3697-7300 10:00-20:30 元旦

松本清 瑞江駅前店 東京都江戸川区瑞江2-3-1 03-3698-9519
9:00-21:30 (藥局:一~五9:00-19:00 六9:00-19:00 星期日
&例假日10:00-19:00)

無休

松本清 ドラッグストア大田久が原店 東京都大田区久が原2-15-11 03-3752-7285 9:00-22:00 無休
松本清 平和島店 東京都大田区大森北6-28-11 03-3763-3266 9:00-22:00 元旦
PAPASU藥妝(ぱぱす) 西馬込店 東京都大田区西馬込2-1-15 03-3775-9393 10:00-23:00 無休
松本清 学芸大学東口店 東京都目黒区鷹番2-20-6 03-3791-3855 10:00-22:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 熊野前店 東京都荒川区東尾久6-51-6 03-3800-9341 10:00-21:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 東日暮里リーデンスタワー店 東京都荒川区東日暮里5-16-2-101 03-3805-9311 9:00-21:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 三ノ輪店 東京都荒川区東日暮里1-5-10 03-3806-9341 10:00-22:00 藥局 一-六 9:00-19:00 日 9:00-14:00 無休 (藥局:祝)
PAPASU藥妝(ぱぱす) 町屋店 東京都荒川区町屋3-19-13 03-3809-4193 9:00-21:00 (藥局:一~五 8:30-18:30 六 8:30-13:30)
PAPASU藥妝(ぱぱす) 西尾久店 東京都荒川区西尾久5-20-9 03-3819-9393 10:00-21:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 谷中店 東京都文京区千駄木3-42-16 03-3821-9393 一~六9:00-22:00 星期日&例假日 10:00-21:00 藥局 無休 (藥局:星期日&例假日)
PAPASU藥妝(ぱぱす) どらっぐぱぱす根津店 東京都文京区根津2-29-1 03-3822-1588 9:00-21:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 東駒形店 東京都墨田区東駒形3-16-13 本所シティハウス1階 03-3829-9311 10:00-21:00 無休
松本清 上野アメ横Ｐａｒｔ１店 東京都台東区上野4-10-16 03-3837-5326 9:30-22:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 綾瀬駅前店 東京都葛飾区小菅4-11-9 第一鳥塚ビル1F 03-3838-9393 10:00-25:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 浅草雷門店 東京都台東区雷門2-16-10 新谷ビル1F、2F 03-3841-1193 10:00-22:00 無休
松本清 浅草店 東京都台東区浅草1-30-2 03-3845-6918 9:00-22:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 梅島駅前店 東京都足立区梅田8-1-1 梅島地所ビル1F 03-3852-9341 9:00-24:00 藥局 一二三五 9:00-19:00 四六 9:00-13:00 無休 (藥局:星期日&例假日)
PAPASU藥妝(ぱぱす) 日本橋浜町店 東京都中央区日本橋浜町1-2-1 03-3863-0411 8:00-21:00 六日&例假日 9:00-21:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) どらっぐぱぱす船堀店 東京都江戸川区船堀4-16-20 03-3869-4493 10:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア千住曙町店 東京都足立区千住曙町21-1 03-3870-6850 9:00-22:00 無休
松本清 王子店 東京都足立区千住2-39 03-3870-9001 10:00-22:00 元旦
PAPASU藥妝(ぱぱす) 入谷店 東京都台東区入谷1-19-6 03-3874-4193 10:00-21:00 無休
松本清 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ南葛西店 東京都江戸川区南葛西5-7-4 03-3877-5253 10:00-21:45 無休
松本清 北千住店 東京都足立区千住2-26 03-3881-2278 9:00-22:00 無休
松本清 竹の塚６丁目店 東京都足立区竹の塚6-3-13 03-3883-8833 9:00-21:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 五反野駅前店 東京都足立区弘道1-1-4 03-3889-9301 9:00-24:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 西日暮里店 東京都荒川区西日暮里2-5-1 リトラモント1F 03-3891-1581 10:00-21:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 西竹の塚店 東京都足立区西竹ノ塚1-8-22 03-3896-9341 9:00-22:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 江北６丁目店 東京都足立区江北6-19-2 03-3898-4193 10:00-24:00 藥局:一~五 9:00-19:30 六 9:00-13:00 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 赤羽東口駅前店 東京都北区赤羽1-9-3 03-3901-0281 24小時營業 (藥局 一~五9:00-20:00 六9:00-17:00) 無休 （藥局 星期日&例假日)
PAPASU藥妝(ぱぱす) 赤羽南口店 東京都北区赤羽南2-9-43 03-3901-9388 9:00-22:00 無休
松本清 赤羽すずらんストリート店 東京都北区赤羽2-13-3　サトウビル1Ｆ 03-3903-8105 9:00-21:30 無休
松本清 滝野川市場通り店 東京都北区滝野川7-29-4 03-3915-2171 9:00-21:00 無休
松本清 中村橋駅前店 東京都練馬区貫井1-2-1 03-3926-6851 9:30-22:30(星期日&例假日 9:30-21:30) 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 王子神谷店 東京都北区王子5-8-3 03-3927-4188 10:00-21:30 無休
松本清 練馬北一店 東京都練馬区北町1-35-6 03-3936-4391 10:00-20:00 元旦
PAPASU藥妝(ぱぱす) 下赤塚店 東京都練馬区田柄2-53-11 下赤塚鈴木ビル1F 03-3938-9341 9:00-23:30 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 千石駅前店 東京都文京区千石1-27-8 03-3944-9393 9:00-24:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 新江古田駅前店 東京都中野区江原町2-31-10 03-3950-9341 10:00-23:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 下落合店 東京都新宿区下落合1-15-17 03-3954-4188 10:00-22:00 無休
松本清 仲宿店 東京都板橋区仲宿41-8 03-3964-4461 9:00-22:30 (藥局:一~五9:00-19:00 六9:00-17:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)



松本清 ドラッグストア板橋前野町店 東京都板橋区前野町1-29-10 03-3965-7988 10:00-21:45 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 中村橋店 東京都練馬区中村北4-4-2 03-3970-9341 9:00-22:00 星期日&例假日 10:00-22:00
PAPASU藥妝(ぱぱす) 要町駅前店 東京都豊島区要町1-9-1 イヤサカビル1F 03-3974-1193 9:00-23:00 無休
松本清 南池袋店 東京都豊島区南池袋1-17-13 03-3987-0255 9:00-22:00 無休
松本清 池袋ショッピングパーク店 東京都豊島区南池袋1-29-1 03-3987-5361 一~六10:00-21:00 星期日&例假日10:00-19:30 元旦
松本清 池袋東口店 東京都豊島区南池袋1-27-5 03-3988-8130 24小時營業 無休
松本清 髙島屋免税店SHILLA&ANA 新宿店 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 タカシマヤタイムズスクエア11階 03-4531-4174 日～四 10:00-20:00、五六 10:00-20:30 無休
松本清 大久保一丁目店 東京都新宿区大久保1-4-17 03-5155-4514 9:00-22:00 無休
松本清 高田馬場二丁目店 東京都新宿区高田馬場2-14-2　新陽ビル103 03-5155-5310 9:00-22:30 無休
松本清 アキバ店 東京都千代田区外神田1-4-13 03-5209-1061 9:00-22:00 無休
松本清 神楽坂店 東京都新宿区神楽坂2-10 神楽ヒルズ1F 03-5227-4072 10:00-22:00 (藥局:一~五10:00-19:00) 無休 (藥局:六日&例假日)
PAPASU藥妝(ぱぱす) 新江戸川橋店 東京都文京区関口1-1-5 神楽坂サニーマンション1F 03-5228-4193 10:00-21:00 無休
松本清 富士見台駅前店 東京都練馬区貫井3-1-8 03-5241-5662 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア練馬春日町店 東京都練馬区春日町6-6-43 03-5241-8801 9:00-21:00 無休
松本清 ＥＱＵｉＡ北千住駅構内南店 東京都足立区千住旭町４２－１　東武北千住駅南コンコースＢ１ 03-5244-6050 8:00-22:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 中板橋店 東京都板橋区中板橋15-14 03-5248-4193 10:00-21:00 無休
松本清 新宿歌舞伎町店 東京都新宿区歌舞伎町1-17-10 ブリックビル 03-5273-7381 24小時營業 無休
松本清 東武北千住駅構内店 東京都足立区千住旭町42-１ 北千住駅構内（北側地下通路） 03-5284-3080 8:00-22:00 無休
松本清 ポンテポルタ千住店 東京都足立区千住橋戸町1-13 03-5284-3448 9:30-21:00 無休 (藥局:元旦)
松本清 イトシア有楽町店 東京都千代田区有楽町2-7-1 03-5293-0112 10:00-23:00 無休
松本清 アキバ電気街口店 東京都千代田区外神田1-14-7 宝田無線本社ビル 03-5295-7116 9:00-22:00 無休
松本清 岩本町駅前店（仮称） 東京都千代田区神田岩本町1 03-5297-3022 10:00-21:00 (藥局:一~五10:00-19:00 六10:00-13:30) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 末広町店 東京都千代田区外神田3-16-15 03-5297-4014 9:00-20:00 無休
松本清 阿佐ヶ谷パールセンター店 東京都杉並区阿佐ヶ谷南1-35-12 Hanabusa BLD 03-5305-4532 9:00-21:00 無休
松本清 下井草店 東京都杉並区下井草3-38-18 レヴォ1F 03-5311-3027 9:00-21:00 (藥局:一~五9:00-19:00 六9:00-13:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 ドラッグストア三鷹新川店 東京都三鷹市新川1-3-25 03-53157510 9:00-23:00 無休
松本清 中野通り店 東京都中野区中野5-65-5 SK中野ビル 03-5318-2084 10:00-21:00 無休
松本清 薬マツモトキヨシ 新宿西口店 東京都新宿区西新宿１丁目１８番６号　西新宿ユニオンビル 03-5324-2060 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア中野南台店 東京都中野区南台5-18-10 03-5328-2042 10:00-22:00 無休
松本清 久我山駅前店 東京都杉並区久我山2-16-27 関口花園ビル 03-5336-6377 10:00-22:00 無休
松本清 中井駅前店 東京都新宿区上落合2-17-13 03-5338-2203 9:00-21:00 (藥局:一~五9:00-20:00 六9:00-20:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 中野Ｐａｒｔ２店 東京都中野区中野5-61-6 03-5343-1218 10:00-22:30 無休
松本清 荻窪店 東京都杉並区上荻1-23-17 クレヴィアリグゼ荻窪1F 03-5347-2502 10:00-22:00 (藥局:一~五10:00-19:00) 無休 (藥局:六日&例假日)
松本清 下高井戸駅西口店 東京都世田谷区赤堤4-46-9 03-5355-0231 10:00-22:00 無休
松本清 都立家政店 東京都中野区鷺宮1-27-5 03-5356-5228 9:00-22:00 (藥局:一~五9:00-19:00 六9:00-14:00) 無休(藥局:星期日&例假日)
松本清 新宿東口店 東京都新宿区新宿3-22-6 03-5360-4231 24小時營業（星期日&例假日22點閉店、隔天10點開店） 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 曙橋店 東京都新宿区住吉町1-16 ISEビル 03-5366-5802 10:00-21:00 (星期日&例假日 10:00-20:00) 無休
松本清 新宿三丁目Part2店 東京都新宿区新宿3-17-2 ヒューリック新宿三丁目ビル 03-5367-2018

9:00-22:30 (藥局:一~五10:00-22:00 六日&例假日10:00-
19:00)

無休
松本清 新宿通り店 東京都新宿区新宿3-29-12 03-5369-6487 9:00-23:00 無休
松本清 新宿靖国通り店 東京都新宿区新宿3-20-5 ニューサンパークビル1F 03-5369-6570 9:00-23:00 無休
松本清 ゆめりあフェンテ店 東京都練馬区東大泉5-43-1 03-5387-3820 10:00-21:00 元旦
松本清 池袋西口駅前店 東京都豊島区西池袋1-27-2 03-5391-5831 24小時營業 無休
松本清 上板橋北口店 東京都板橋区常盤台4-31-4 03-5399-3221 9:00-22:00 無休
松本清 原宿駅表参道口店 東京都渋谷区神宮前１丁目１４番２５号　クロスアベニュー原宿 03-5413-3066 10:00-23:00 無休
松本清 南青山店 東京都港区南青山2-27-27　丸八青山ビル1F-2F 03-5413-4725 9:00-22:00 無休
松本清 ムスブ田町店 東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 2F03-5439-4177 10:00-21:00 無休
松本清 麻布十番店 東京都港区麻布十番2-8-10 03-5443-2278 10:00-20:00 年度結算日
松本清 恵比寿駅東口店 東京都渋谷区恵比寿1-10-10 03-5447-5006 9:00-22:00 (六日、日&例假日10:00-21:00) 無休
松本清 渋谷Ｐａｒｔ２店 東京都渋谷区宇田川町23-4 03-5459-7373 10:00-22:00 無休
松本清 蒲田駅西口店 東京都大田区西蒲田7-66-3 井門蒲田御園ビル 03-5480-5070 10:00-21:00 無休
松本清 田園調布店 東京都大田区田園調布2-62-4 東急スクエアガーデンサイト2F 03-5483-3025 10:00-21:00 (藥局:一~五10:00-19:00 六10:00-16:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 ウイング高輪店 東京都港区高輪4-10-18 03-5488-6234 10:00-21:00 (六日&例假日 10:00-20:00) 無休
松本清 成城学園店 東京都世田谷区成城 2-39-3 03-5494-1886 9:00-22:00 無休
松本清 武蔵小山Ｐａｒｔ２店 東京都品川区荏原3-6-2 03-5498-5223 9:00-22:00 (藥局:一~五9:00-20:00 六9:00-18:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 赤坂見附店 東京都港区赤坂三丁目9番５号 03-5545-3768 9:00-22:00 年2回（2月、8月）
松本清 佃二丁目店 東京都中央区佃2-1-6 03-5547-7787 10:00-22:00 無休 (藥局:元旦、1月第3日)
PAPASU藥妝(ぱぱす) 明石町店 東京都中央区明石町7-15 03-5550-4141 9:00-21:30 六日&例假日 10:00-21:00 藥局 9:30-18:30 無休 (藥局:星期日&例假日)
PAPASU藥妝(ぱぱす) 勝どきビュータワー店 東京都中央区勝どき1-8-1勝どきビュータワー201a 03-5560-0934 9:00-23:00 六日&例假日 10:00-22:00 無休
松本清 赤坂Ｂｉｚタワー店 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂BizタワーB10-2 03-5574-6172 10:00-21:00 (六日&例假日 11:00-20:00) 元旦
PAPASU藥妝(ぱぱす) 京成町屋駅前店 東京都荒川区荒川7-41-3 03-5604-9577 10:00-22:00 元旦
松本清 葛西駅前店 東京都江戸川区東葛西 5-1-1 03-5605-0274 10:00-21:00 元旦
PAPASU藥妝(ぱぱす) 江戸川区役所前店 東京都江戸川区松島1-41-20 03-5607-4193 10:00-21:00 無休
松本清 亀戸駅前店 東京都江東区亀戸2-20-7 03-5609-6221 9:00-22:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 横川店 東京都墨田区横川4-8-3 03-5610-9341 9:00-21:00 無休
松本清 三河島駅前店 東京都荒川区東日暮里3-40-13 ニュートーキョー三河島ビル 03-5615-3022 10:00-21:00 (藥局:一~五10:00-19:00 六10:00-16:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 荒川南千住店 東京都荒川区南千住6-27-10 03-5615-3424 10:00-21:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 墨田２丁目店 東京都墨田区墨田2-41-20 03-5630-5593 10:00-21:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 東砂店 東京都江東区東砂7-19-15 03-5634-4193 9:00-23:00 藥局 一~五 9:30-19:00 六 9:00-13:00 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 篠崎駅前店 東京都江戸川区篠崎町7-27-19 03-5636-4314 9:00-22:00 (藥局:一~五9:00-20:00 六9:00-16:00) 無休(藥局:星期日&例假日)
松本清 東京スカイツリータウン、ソラマチ店ＥＳＴ 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン、ソラマチ1F E010303-5637-2066 9:00-22:00 無休
松本清 東京スカイツリータウン、ソラマチ店ＷＳＴ 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリタウン、ソラマチ1F W010503-5637-3040 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア葛飾水元店 東京都葛飾区水元1-22-24 03-5648-2166 10:00-21:45 無休
松本清 金町駅北口店 東京都葛飾区東金町1-43-1 常総金町ビル1F 03-5660-8020 9:00-22:00 無休

PAPASU藥妝(ぱぱす) 本一色店 東京都江戸川区本一色3-39-2 03-5662-4193
10:00-21:00 藥局 一二四五 9:00-19:00 四 10:00-19:00
六 9:00-18:00

無休 (藥局:星期日&例假日)

松本清甲信越販賣 ファミリードラッグ塩尻ギャザ店 東京都葛飾区西新小岩1-7-9 西新小岩ハイツ1F 03-5670-4193 10:00-23:00 無休



PAPASU藥妝(ぱぱす) 南砂町駅前店 東京都江東区新砂3-1-9 03-5677-0510
10:00-21:00 藥局  一二四五 9:00-19:00 四 10:00-19:00
六 9:00-13:00

無休 (藥局:星期日&例假日)

PAPASU藥妝(ぱぱす) 綾瀬店 東京都足立区綾瀬3-13-1 03-5682-9393 10:00-21:00
松本清 東陽町店 東京都江東区南砂2-6-3 03-5683-4531 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア足立花畑店 東京都足立区花畑5-14-1 03-5686-7248 9:00-22:00
PAPASU藥妝(ぱぱす) 台東鳥越店 東京都台東区鳥越1-8-2 ヒューリック鳥越ビル1F 03-5687-1193 9:00-21:30 無休
松本清 上野アメ横Ｐａｒｔ２店 東京都台東区上野4-7-17 03-5688-4025 9:30-21:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 西小岩店 東京都江戸川区西小岩4-6-9 03-5693-1193 10:00-21:00 無休
松本清 薬 マツモトキヨシ 小岩北口通り店 東京都江戸川区西小岩1-21-20 第20東ビル1F 03-5693-7180 9:00-21:00 (藥局:一~五 9:00-19:00 六 9:00-17:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 西葛西駅前店 東京都江戸川区西葛西6-16-1 03-5696-2552 10:00-22:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 世田谷中町店 東京都世田谷区中町3-2-17 03-5706-4193 10:00-22:00 無休
松本清 京急羽田国際線ターミナル駅店 東京都大田区羽田空港2-6-5 羽田空港国際線ターミナル駅3F 03-5708-7080 8:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア大田山王店 東京都大田区山王1-41-5 03-5718-7208 9:00-23:00 無休
松本清 大崎ニューシティ店 東京都品川区大崎1-6-5 大崎ニューシティ5号館1F 03-5719-6540 9:30-22:00 無休
松本清 自由が丘店 東京都目黒区緑が丘2-25-7 ラ、クール自由が丘1F 03-5731-3115 10:00-21:00 元旦
松本清 ドラッグストア大田矢口店 東京都大田区矢口3-28-7 03-5732-2520 10:00-22:00 無休
松本清 大田大鳥居店 東京都大田区西糀谷3-8-11 03-5735-5052 10:00-21:00 (藥局:一~五10:00-19:00) 無休 (藥局:六日&例假日)

松本清 ドラッグストア上野毛店 東京都世田谷区上野毛1-19-1 メゾン上野毛 03-5752-7602 
10:00-22:00 (藥局: 一二四五9:00-20:00 三10:00-20:00
六9:00-18:00)

無休 (藥局:星期日&例假日)

松本清 ドラッグストア深沢不動前店 東京都世田谷区深沢4-18-13 03-5758-3210 10:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストアマチノマ大森店 東京都大田区大森西3-1-38 03-5767-8518 9:00-20:00 元旦
松本清 渋谷スペイン坂店 東京都渋谷区宇田川町13-7 小安ビル1F 03-5784-1227 10:00-23:00 無休
松本清 下北沢店 東京都世田谷区北沢2-13-6 第一マツヤビル 03-5787-3065

9:00-22:00 (藥局:一~五9:00-14:00､15:00-19:00 六9:00-
15:00)

無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 ドラッグストア白金高輪店 東京都港区高輪1-3-13 NBF高輪ビル1F 03-5795-2515 9:00-22:00 (藥局:一~五10:00-20:00 六10:00-18:00) 年1回 (藥局:星期日&例假日)
松本清 メトロ、エム後楽園店 東京都文京区春日1-2-3 メトロ、エム後楽園3F 03-5805-1170 10:00-21:00 無休（年間2日）
松本清 白山五丁目店 東京都文京区白山5-33-11 第七白鳳ビル1Ｆ 03-5805-5320 9:00-22:00 元旦
松本清 東京ドームシティ　ラクーア店 東京都文京区春日1-1-1 ラクーア1F 03-5805-7801 10:00-22:00 無休（年間2日）
松本清 浅草二天門前店 東京都台東区浅草2-34-1 03-5806-3065 9:00-19:00 無休
松本清 上野公園前店 東京都台東区上野2-13-13 03-5807-2075 10:00-22:00 無休
松本清 上野広小路 東京都台東区上野4-4-2 03-5807-2260 10:00-22:00 無休
松本清 御徒町駅前店 東京都台東区上野６丁目４番１８号 03-5807-2270 10:00-21:00 無休
松本清 上野アメ横Ｂｅａｕｔｙ館 東京都台東区上野4-10-16 03-5807-3035 9:30-22:00 無休
松本清 薬 マツモトキヨシ 上野アメ横Ｐａｒｔ３店 東京都台東区上野6-11-3 03-5807-3146 9:00-20:00 無休
松本清 京成上野駅店 東京都台東区上野公園1-60 京成上野駅構内 03-5816-6025 9:00-22:00 無休
松本清 浅草橋駅前店 東京都台東区浅草橋1-18-10 03-5823-3926 9:00-22:00 (藥局 一~五 9:00-19:00 六 9:00-14:30) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 浅草一丁目店 東京都台東区浅草1-25-17 03-5830-8084 10:00-21:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 浅草雷門２丁目店 東京都台東区雷門2-18-11 03-5830-8834 9:00-22:00
松本清 ドラッグストア江北店 東京都足立区江北　7-26-15 03-5839-5552 10:00-22:00 無休

松本清 梅島駅前店 東京都足立区梅田8-14-73 03-5845-3471
9:00-23:00 (藥局:一~六 9:00-13:00 14:00-17:00 （13:00-
14:00休息）)

無休 (藥局:星期日&例假日)

松本清 パサージオ西新井店 東京都足立区西新井栄町1-17-１ PASSAGGIO 1F 03-5845-8722 10:00-21:00 無休
松本清 東長崎駅北口店 東京都豊島区長崎４丁目８番５号　宏明ビル１階 03-5917-0789 9:00-22:00 (藥局:一~五9:00-18:00 六9:00-15:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 十条銀座店 東京都北区上十条2-24-10 03-5924-3122 10:00-21:00 無休
松本清 大泉学園北口店 東京都練馬区東大泉1-37-7　ドラゴンスクエアⅠビル１階 03-5947-3320 9:00-22:00(藥局:一~五9:00-19:00 六9:00-13:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)

松本清 池袋Ｐａｒｔ２店 東京都豊島区東池袋1-22-8 03-5951-0051
24小時營業（星期日&例假日22:00關店、隔天10:00開
店） (藥局:一~五10:00-21:00 六10:00-21:00 星期日&例
假日10:00-21:00)

無休

松本清 池袋東口アネックス店 東京都豊島区南池袋1-27-7 03-5953-7504 10:00-22:00 無休
松本清 新大塚駅前店 東京都豊島区東池袋5-52-10 03-5956-1189 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア下板橋店 東京都豊島区池袋本町4-38-1 03-5957-5686 10:00-23:00 元旦
PAPASU藥妝(ぱぱす) 新小岩店 東京都北区豊島1-1-1 ネクストサイト王子ビル1F 03-5959-2545 9:00-22:00 無休
松本清 巣鴨駅北口店 東京都豊島区巣鴨2-3-10 03-5961-2638 9:00-22:00
松本清 ときわ台店 東京都板橋区南常盤台1-30-1 03-5966-1851 10:00-22:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 駒込店 東京都北区中里2-16-2 03-5974-9341 9:00-22:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 南長崎店 東京都豊島区南長崎1-3-1 03-5983-1193 10:00-22:00 無休

松本清 目白店 東京都豊島区目白3-5-15 03-5988-7073
10:00-22:00 (藥局:一~五10:00-21:00 六10:00-20:00 星
期日&例假日10:00-19:00)

無休

松本清 成増店 東京都板橋区成増2-18-8 奥山ビル 03-5998-7541 9:30-22:00 無休

松本清 カレッタ汐留店 東京都港区東新橋1-8-2 カレッタ汐留B143 03-6218-2201
9:30-20:00（星期日&例假日10:00-20:00） (藥局:一~五
9:30-20:00 六9:30-20:00 星期日&例假日10:00-20:00)

年度結算日、1/1-1/2 (藥局:1/1-
1/2、臨時休息日)

松本清 豊洲店 東京都江東区豊洲3-4-8スーパービバホーム2F 03-6220-0882 10:00-23:00 臨時休息日、元旦
PAPASU藥妝(ぱぱす) 築地店 東京都中央区築地2-11-24 第29興和ビル 03-6264-1541 8:00-22:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 巣鴨店 東京都豊島区巣鴨1-20-8 03-6304-1293

10:00-21:00 (藥局:一~五10:00-13:30､14:30-19:00 六
10:00-14:00)

無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 恵比寿3丁目店 渋谷区恵比寿3-48-5 03-6408-6350 9:00-21:00 無休
松本清 青山店 東京都港区北青山3-12-7　カプリース青山ビル１F 03-6418-5195 9:30-22:30 無休
松本清 東陽町駅前店 東京都江東区東陽4-6-1 03-6660-2370 9:00-21:00（藥局:一~五9:00-20:00 六9:00-17:00） 無休(藥局:星期日&例假日)
PAPASU藥妝(ぱぱす) 小松川店 東京都江戸川区小松川3-9-1 リバーウエストA館 03-6802-9344 10:00-21:00 無休
松本清 吉祥寺大正通り店 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-1 0422-20-1505 9:00-22:00 無休
松本清 吉祥寺ダイヤ街店 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-7-6 白坂ビル 0422-20-6668 9:00-22:00 無休
松本清 吉祥寺サンロード店 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-14-2 0422-22-8331 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア武蔵野八幡町店 東京都武蔵野市八幡町1-6-18 0422-37-7050 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア武蔵境店 東京都武蔵野市境1-16-18 0422-60-2350 9:00-21:00 無休
松本清 三鷹台駅前店 東京都三鷹市井の頭2-1-17 石伊ビル弐 0422-72-5020 10:00-21:00 無休
松本清 東府中駅店 東京都府中市清水が丘1-8-3 京王リトナード東府中2F 042-306-7230 9:00-22:00(六日&例假日9:00-21:00) 無休
松本清 ドラッグストア多摩貝取店 東京都多摩市貝取3-8 042-311-1055 10:00-22:45 元旦
松本清 京王多摩センター店 東京都多摩市落合1-10-1 京王多摩センターSC1F 042-311-2262

10:00-22:00 (藥局:一~六9:00-20:00　星期日&例假日
9:00-19:00)

年1回 (2月) (藥局:無休)
松本清 薬 マツモトキヨシ セレオ国分寺店 東京都国分寺市南町3-20-3 042-327-1024 10:00-22:00 無休



松本清 府中駅南口くるる店 東京都府中市宮町1-50 042-336-0633 10:00-22:00 無休
松本清 ぷらりと京王府中店 東京都府中市府中町1-3-6 ぷらりと京王府中 東2F 042-352-1030 10:00-22:00 無休
松本清 聖蹟桜ヶ丘店 東京都多摩市関戸1-11-1 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターA館2階042-357-2256 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストアＭＩＮＡＮＯ分倍河原店 東京都府中市片町3-22-26 042-368-8012 9:00-22:00 (藥局 一~五 9:00-19:00 六 9:00-13:00) 元旦 (藥局 星期日&例假日)
松本清 ドラッグストア稲城向陽台店 東京都稲城市向陽台3-8-1 042-370-0227 9:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストアアメリア稲城店 東京都稲城市矢野口2284-1 042-378-3066 10:00-21:45 無休
松本清 京王リトナード稲城店 東京都稲城市東長沼3107-4 京王リトナード4F 042-379-6806 10:00-22:00 無休
松本清 久米川南口駅前店 東京都東村山市栄町2-3-2 042-392-1880 9:00-22:00(六日&例假日 9:00-21:30） 無休
松本清 秋津駅前通店 東京都東村山市秋津町5-9-2 042-398-0708 9:00-22:00(六日&例假日:9:00-21:00） 無休
松本清 保谷北口駅前店 東京都西東京市下保谷4-13-24 042-421-6821 9:30-23:00 (藥局:一~五10:00-19:00 六10:00-19:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ西東京泉町店 東京都西東京市泉町4-3-4 042-425-5380 9:00-22:45 無休
松本清 花小金井駅北口店 東京都小平市花小金井1-1-11 エメラルドビル101 042-462-2455 10:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア新ひばりが丘店 東京都西東京市谷戸町2-1-80 042-463-7808 9:00-22:45 (藥局:10:00-19:00) 無休
松本清 ドラッグストア調布深大寺店 東京都調布市深大寺東町3-16-1 042-488-7131 9:00-21:45 元旦
松本清 nonowa国立店 東京都国立市北1-14-17 nonowa国立West 042-501-1131 10:00-21:00 元旦
松本清 ルミネ立川店 東京都立川市曙町2-1-1 042-529-7231 10:00-21:00 (六日&例假日 10:00-20:30) 無休
松本清 ららぽーと立川立飛店 東京都立川市泉町935-1 1F 10500 042-540-6279 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア昭島中神町店 東京都昭島市中神町1-23-16 042-546-6145 9:30-22:00 無休
松本清 薬 マツモトキヨシ モリタウン昭島店 東京都昭島市田中町562-1本館1F 042-549-1036 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア上北台店 東京都東大和市立野2-9-11 042-562-7775 10:00-21:45 元旦
松本清 ドラッグストア国立富士見台店 東京都国立市富士見台2-45-10 042-571-8177 9:00-23:00 無休
松本清 日野駅前店 東京都日野市日野本町3-11-5 042-581-0820 9:30-22:00 無休
松本清 豊田駅前店 東京都日野市多摩平 1-2-18 第一ﾋﾞﾙ 042-584-5501 9:30-21:00 無休
松本清 ドラッグストア武蔵村山店 東京都武蔵村山市大南1-127-2 042-590-0230 10:00-23:00 無休
松本清 高幡不動店 東京都日野市高幡1002-1 042-593-0431 9:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア八王子北野台店 東京都八王子市北野台5-50-10 042-636-2651 9:00-22:30 無休
松本清 ドラッグストアアクロスモール八王子みなみ野店東京都八王子市みなみ野1-2-1 042-637-8200 10:00-22:00 無休
松本清 八王子ユーロード店 東京都八王子市旭町8-3 TN-8ビル1F 042-656-8065 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストアめじろ台店 東京都八王子市椚田町530-5 042-661-2781 9:00-22:30 無休
松本清 ドラッグストア八王子城山手店 東京都八王子市城山手1-32-7 042-662-2065 10:00-21:00 無休
松本清 セレオ西八王子店 八王子市千人町2-21-1 042-669-3127 9:30-22:30（藥局 一~五 9:00-18:30 六 9:30-15:00) 無休(藥局:星期日&例假日)
松本清 ドラッグストア南大沢店 東京都八王子市南大沢5-14-1 0426-77-5620 9:00-23:00 無休
松本清 セレオ八王子店 東京都八王子市旭町1-1　セレオ八王子北館 042-686-3161 10:00-23:00 無休
松本清 古淵駅前店 神奈川県相模原市南区古淵1-9-18 042-704-3133

9:00-21:00 (藥局:一~六9:00-20:00 星期日&例假日9:00-
17:00)

無休 (藥局:元旦)
松本清 町田店 東京都町田市原町田6-9-18 042-721-5633 9:00-23:00 無休
松本清 町田東口店 東京都町田市原町田6-15-15 042-722-7515 9:00-23:00 (藥局:一~六9:00-20:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 ドラッグストア相模原陽光台店 神奈川県相模原市中央区陽光台3-18-17 042-757-3350 9:00-23:00 (藥局:一~六9:00-19:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 ドラッグストア淵野辺店 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-6-30 042-759-2031 10:00-21:00 無休
松本清 小田急相模原駅前店 神奈川県相模原市南区南台3-20-1　ラクアル、オダサガ204 042-766-0531 9:30-21:30 無休
松本清 相模大野ステーションスクエア店 神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ステーションスクエア　B館2F042-767-1500 10:00-21:00

元旦 (藥局:元旦、2月第3星期二、8月
第3星期二)

松本清 町田多摩境店 東京都町田市小山ヶ丘6-1-10 042-770-1561 10:00-21:00 無休
松本清 京王橋本駅ビル店 神奈川県相模原市緑区橋本2-3-2 042-775-2330 9:30-22:30 元旦
松本清 セレオ相模原店 神奈川県相模原市中央区相模原1-1-3 042-776-6268 10:00-21:00 元旦
松本清 ドラッグストア相模原麻溝店 神奈川県相模原市南区下溝756-6 042-777-6556 10:00-21:00 (藥局:一~五8:30-19:00 六8:30-19:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 ドラッグストアアメリア町田根岸店 東京都町田市根岸2-18-1 042-789-0023 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア青梅千ヶ瀬店 東京都青梅市千ヶ瀬町4-326-1 0428-20-8822 10:00-21:00 元旦
松本清 ドラッグストア青梅野上店 東京都青梅市師岡町3-23-12 0428-24-9571 9:00-21:00 無休
松本清 所沢プロぺ 埼玉県所沢市日吉町４－３ 04-2903-8520

9:00-22:00 (藥局:一~六9:00-19:00　星期日&例假日
9:00-18:00)

無休
松本清 ドラッグストア所沢緑町店 埼玉県所沢市緑町3-15-1 04-2924-8131 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア入間野田店 埼玉県入間市野田894-1 04-2933-1021 9:00-21:00 無休
松本清 所沢Ｐａｒｔ１店 埼玉県所沢市日吉町2-1 04-2939-1411 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストアベスタ狭山店 埼玉県狭山市入間川1025 04-2958-0301 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストアコピオ飯能新光店 埼玉県飯能市新光1-5 042-971-5502 9:30-21:00 元旦
松本清 エミオ狭山市店 埼玉県狭山市祇園4-55 04-2999-5001 10:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストアかわまち矢作モール店 千葉県千葉市中央区矢作町57-1 043-202-3180 9:00-21:45 無休
松本清 ペリエ西千葉店 千葉県千葉市中央区春日2-24-4 043-203-1225 9:00-22:00 元旦
松本清 ドラッグストアミノリア稲毛海岸店 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸2-3-9 043-204-5122 9:30-22:00 無休
松本清 ドラッグストアあすみが丘ＳＣ店 千葉県千葉市緑区あすみが丘7-1 043-205-0260 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア千葉弁天町店 千葉県千葉市中央区弁天1-25-1 043-206-6661 10:00-22:00 無休
松本清 ＡＰＡ　ＨＯＴＥＬ東京ベイ幕張店 千葉県千葉市美浜区ひび野2-3 043-213-2184 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア作新台店 千葉県千葉市花見川区作新台6-12-24 043-216-0020 9:00-24:00 無休
松本清 千葉中央ミーオ２店 千葉県千葉市中央区本千葉町15-1 ミラマーレショッピングセンターミーオ2043-221-0505 10:00-20:00 無休
松本清 ペリエ千葉店 千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1 043-221-2260

月10:30-21:00 二-六10:00-21:00 星期日&例假日10:00-
20:30

未定 (年3日)

松本清 千葉富士見店 千葉県千葉市中央区富士見2-5-15 043-222-6888
9:00-22:00 (藥局:一~五9:00-19:00 六9:00-18:00 星期日
&例假日11:00-18:00)

無休

松本清 薬 マツモトキヨシ ペリエ千葉エキナカ店 千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1 043-223-5085 7:30-22:00 （星期日&例假日:9:00-21:00） 無休
松本清 ドラッグストア千葉若松町店 千葉県千葉市若葉区若松町2157-6 043-233-1766 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア若葉区役所前店 千葉県千葉市若葉区貝塚2-21-18 043-235-6533 9:00-24:00 無休
松本清 ラパーク千城台店 千葉県千葉市若葉区千城台北3-21-1 043-236-6320 10:00-20:00 無休 (藥局:臨時休息日、1/1-1/3)
松本清 千葉みなと駅店 千葉県千葉市中央区中央港1-1-1 043-241-2833 平日9:30-21:30 六日&例假日10:00-21:00 元旦
松本清 千葉美浜店 千葉県千葉市美浜区新港32-11 043-247-8577 月、水、木、金 、六 10:00-21:00、火、日 9:00-21:00 元旦

松本清 ペリエ稲毛店 千葉県千葉市稲毛区稲毛東3-19-11 043-248-8060
10:00-22:00 (六日&例假日 10:00-21:00) (藥局:一~五
10:00-20:30 六10:00-20:30 星期日&例假日10:00-20:30)

無休 (藥局:元旦)

松本清 ドラッグストア東寺山店 千葉県千葉市若葉区東寺山町572-14 043-251-4521 9:30-21:00 無休
松本清 ドラッグストア千葉作草部店 千葉県千葉市稲毛区作草部2-1-6 043-255-3301 10:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア千葉寺店 千葉県千葉市中央区千葉寺町1223-1 043-262-1156 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア蘇我南店 千葉県千葉市中央区蘇我2-21-10 043-268-0085 9:00-24:00 無休



松本清 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ千葉仁戸名店 千葉県千葉市中央区仁戸名町557 043-268-0765 9:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストアフォルテ蘇我店 千葉県千葉市中央区南町2-5-6 043-268-5017 9:00-21:00 無休

松本清 稲毛海岸駅前店 千葉県千葉市美浜区高洲3-24-7 043-270-4101
9:30-22:00 (藥局:一~五9:30-20:00 六9:30-20:00 星期日
&例假日9:30-18:30)

元旦

松本清 ドラッグストア幕張本郷店 千葉県千葉市花見川区幕張本郷6-22-22 043-272-9179 10:00-21:00 無休

松本清 ワンズモール長沼店 千葉県千葉市稲毛区長沼町330-50 043-286-7166
10:00-21:00 (藥局:一~六10:00-19:00 星期日&例假日
10:00-18:00)

無休

松本清 ドラッグストア千葉山王店 千葉県千葉市稲毛区山王町57-1 043-420-1164 10:00-23:00 無休
松本清 フォーレ四街道店 千葉県四街道市鹿渡2002-10 043-422-2411 10:00-21:00 元旦
松本清 ドラッグストア八街榎戸店 千葉県八街市八街字前原166-25 043-441-1015 9:30-21:00 無休
松本清 ドラッグストアユーカリが丘店 千葉県佐倉市西ユーカリが丘5-11-1 043-460-1210 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア佐倉井野店 千葉県佐倉市井野字北側1490-3 043-463-6581 10:00-24:00 無休
松本清 ＤＳザ、マーケットプレイス佐倉店 千葉県佐倉市染井野4-7-1 043-464-8155 10:00-22:00 元旦
松本清 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ大崎台店 千葉県佐倉市大崎台1-30-2 043-484-4547 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア佐倉城址公園前店 千葉県佐倉市田町116-１ 043-484-6327 9:00-22:00 無休
松本清 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ志津店 千葉県佐倉市上志津1707-17 043-489-3331 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストアせんどう国分寺台店 千葉県市原市国分寺台中央6-10-6 0436-23-1805 10:00-21:00 元旦
松本清 ドラッグストア市原松ケ島店 千葉県市原市五井西6-10-1 0436-24-5315 9:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア市原市役所前店 千葉県市原市惣社2-1-7 0436-24-6681 9:00-22:00 無休
松本清 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ市原五所店 千葉県市原市五所1761-1 0436-40-3320 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア市原店 千葉県市原市古市場字京田594-1 0436-42-7345 一~六9:30-21:00 日9:00-21:00 元旦
松本清 ドラッグストア姉ヶ崎店 千葉県市原市姉崎1811-1 0436-62-3780 9:30-20:30 無休
松本清 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ辰巳台店 千葉県市原市辰巳台東3-5-1 0436-75-6681 9:30-21:45 無休
松本清 ドラッグストア市原ちはら台店 千葉県市原市ちはら台西4-3-3 0436-76-0700 10:00-20:00 無休
松本清 ドラッグストア木更津店 千葉県木更津市木更津3-2-16 0438-20-8155 9:30-21:30 無休
松本清 ドラッグストア清見台東店 千葉県木更津市清見台東3-1-3 0438-30-5233 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア木更津請西店 千葉県木更津市請西南3-25-6 0438-30-7021 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア長浦店 千葉県袖ヶ浦市長浦駅前3-3-1 0438-62-3520 10:00-22:00 無休
松本清 アピタ木更津店 千葉県木更津市ほたる野4-2-48 0438-97-0651 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア君津駅前店 千葉県君津市中野1-14-1 0439-55-2522 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア君津箕輪店 千葉県君津市外箕輪3-14-6 0439-55-7120 9:00-21:00 無休
松本清 川崎銀柳街店 神奈川県川崎市川崎区砂子2-1-2 044-222-5788 9:30-22:00 無休（1年2天休假）
松本清 川崎アゼリア店 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-2-3029 044-230-0211 10:00-21:00 無休
松本清 マーケットスクエア川崎イースト店 神奈川県川崎市川崎区富士見1-5-5 044-230-0610 10:00-20:00 無休
松本清 尻手駅前店 神奈川県川崎市幸区南幸町3-114-1 044-540-0121 10:00-21:00 元旦
松本清 鹿島田駅ビル店 神奈川県川崎市幸区鹿島田1006 044-555-7328 9:30-21:30 元旦
松本清 新川崎店 神奈川県川崎市幸区新川崎5-2 044-589-1209 10:00-21:30 無休
松本清 武蔵小杉駅北口店 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 小杉ビルディング新館1F 044-738-0021 10:00-22:00 無休
松本清 溝ノ口店 神奈川県川崎市高津区溝口1-13-18 044-812-2011 9:30-22:00 無休
松本清 武蔵溝ノ口北口駅前店 神奈川県川崎市高津区溝口1-1-6 044-833-6821 9:30-22:30 無休
松本清 生田駅南口店 神奈川県川崎市多摩区生田7-3-6 044-934-6282 9:00-22:00 無休
松本清 小田急アルコデ新百合ヶ丘店 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-17-1 小田急アコルデ新百合ヶ丘北館3F044-959-5736 10:00-22:00（藥局:9:00-19:00） 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 ドラッグストア川崎水沢店 神奈川県川崎市宮前区水沢2-3-8 044-978-3050 10:00-20:00 元旦
松本清 伊勢佐木一丁目店 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1-6-5 045-250-1085 10:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア横浜前里町店 神奈川県横浜市南区前里町4-101 045-250-3115 8:00-23:00 無休
松本清 伊勢佐木２丁目店 横浜市中区伊勢佐木町2-73 千松ﾋﾞﾙ 045-252-6733 10:00-22:00 無休
松本清 横浜ジョイナスPart2店 神奈川県横浜市西区南幸1-4 B1号 045-290-3360 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア瀬谷橋戸店 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸2-36-1 045-303-9851 10:00-21:00 無休
松本清 横浜ジョイナスPart1店 神奈川県横浜市西区南幸一丁目4番Ｂ1号 045-328-3303 10:00-21:00 元旦
松本清 ドラッグストア瀬谷ｅモール店 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町309-1 045-392-2103 10:00-21:00 元旦
松本清 菊名駅東口店 神奈川県横浜市港北区菊名4-1-9 045-431-3160 10:00-23:00 無休
松本清 京急鶴見店 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-30-22 045-508-0122 10:00-22:00 無休
松本清 トレッサ横浜店 神奈川県横浜市港北区師岡町700 045-532-2562 10:00-21:00 無休
松本清 アピタテラス横浜綱島店 神奈川県横浜市港北区綱島東4-3-17 アピタテラス横浜綱島1F 045-533-4053 9:00-21:30 無休
松本清 ドラッグストアフォルテ森永橋店 神奈川県横浜市鶴見区元宮2-1-63 045-576-3305 9:00-23:00 無休
松本清 鶴見駅西口店 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-2 045-585-3510 9:00-22:00 毎年1月第2個星期四
松本清 横浜中華街店 神奈川県横浜市中区山下町103-3 M'sPORT1F 045-680-1215 10:00-20:00 無休
松本清 保六ヶ谷駅東口店 神奈川県横浜市保六ヶ谷区岩井町4-75 045-714-4110 10:00-22:00 元旦
松本清 井六ヶ谷駅前店 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷下町214-5 045-716-1277 9:00-21:30 元旦
松本清 ビアレ横浜店 神奈川県横浜市金沢区並木2-13-2 045-790-3667 10:00-20:00 元旦
松本清 ドラッグストアシティ能見台店 神奈川県横浜市金沢区能見台4-3-14 045-790-5587 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア港南台店 神奈川県横浜市港南区港南台9-1-2 045-830-5035 10:00-20:00 元旦
松本清 洋光台店 神奈川県横浜市磯子区洋光台3-10-18 045-833-1221 10:00-21:00 無休
松本清 上大岡店 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 045-846-1011 10:00-22:00 元旦

松本清 ドラッグストア上永谷店 神奈川県横浜市港南区丸山台3-1-7 045-846-2020 
9:00-21:00 (藥局:一~五9:30-20:30 六9:30-18:30 星期日
&例假日10:00-18:00)

無休

松本清 トツカーナモール店 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-1　A305 045-860-7607 一~六 9:30-21:00 日 10:00-21:00 元旦
松本清 ドラッグストア戸塚町店 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4813-1 045-861-2171 9:30-24:00 無休
松本清 すすき野とうきゅう店 神奈川県横浜市青葉区すすき野2-5-4 045-905-5150 9:00-20:00 無休
松本清 ドラッグストア厚木林店 神奈川県厚木市林1-13-12 046-221-1261 10:00-22:00 無休
松本清 本厚木駅前店 神奈川県厚木市中町2-1-15 046-224-5051 10:00-22:30 無休
松本清 ドラッグストアさがみ野店 神奈川県海老名市東柏ヶ谷5-14-6 046-236-1535 10:00-22:00 (藥局:一~五10:00-20:00 六10:00-14:00) 元旦 (藥局:星期日&例假日)
松本清 ドラッグストア厚木下荻野店 神奈川県厚木市下荻野1065 046-243-1866 10:00-24:00 無休
松本清 小田急マルシェ相武台店 神奈川県座間市相武台1-33-2 046-252-5161 10:00-21:00 (藥局:一~五10:00-20:00 六10:00-18:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 ドラッグストア大和桜森店 神奈川県大和市桜森3-4 046-262-2233 9:00-21:00 無休
松本清 南林間店 神奈川県大和市南林間1-7-11 0462-75-3420 9:30-21:00 元旦
松本清 ラプラ中央林間店 神奈川県大和市下鶴間1598-1 046-277-2567 9:00-21:00 元旦



松本清 ドラッグストア大和鶴間店 神奈川県大和市下鶴間2780-1 046-278-1377 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストアコピオ愛川店 神奈川県愛甲郡愛川町角田字小沢下原580 046-286-5025 10:00-21:00 元旦
松本清 平塚パールロード店 神奈川県平塚市紅谷町10-4 0463-24-1511 9:00-22:00 無休
松本清 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ平塚四之宮店 神奈川県平塚市四之宮1-14-37 0463-24-6727 10:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア平塚花水台店 神奈川県平塚市花水台32-32 0463-30-0012 9:00-22:00 無休
松本清 藥局薬局　秦野駅前北口店 神奈川県秦野市大秦町1-10 神奈中ビル1Ｆ 0463-83-6868 10:00-20:00 元旦

松本清 小田原駅東口店 神奈川県小田原市栄町1-2-1 0465-20-2218
藥局:一~五10:00-20:00 六日&例假日10:00-17:00 (13:00
～14:00休息)

元旦

松本清 ドラッグストア小田原中里店 神奈川県小田原市中里270-1 0465-42-7570 9:00-22:00 無休
松本清 ＤＳ小田原シティーモール店 神奈川県小田原市前川120 0465-49-2611 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア湘南モールフィル店 神奈川県藤沢市辻堂新町4-1-1 0466-30-6009 10:00-21:00 無休
松本清 湘南台東口店 神奈川県藤沢市湘南台2-15 0466-44-7545 10:00-21:00 元旦

松本清 ドラッグストア藤沢長後店 神奈川県藤沢市長後753 0466-46-0881 
一~六9:00-20:00 星期日&例假日10:00-20:00 (藥局:一~
五9:00-20:00 六9:00-15:00)

無休 (藥局:星期日&例假日)

松本清 ドラッグストア茅ヶ崎小和田店 神奈川県茅ヶ崎市小和田2-17-1 0467-53-2600 9:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア茅ヶ崎高田店 神奈川県茅ヶ崎市高田5-5-14 0467-54-9561 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア茅ヶ崎松が丘店 神奈川県茅ヶ崎市松が丘2-12-17 0467-83-7887 9:00-21:00 無休

松本清 茅ヶ崎北口店 神奈川県茅ヶ崎市新栄町11-8 イトーヨーカドー茅ヶ崎B1 0467-87-6650 9:00-21:00 無休

松本清 ドラッグストア北久里浜店 神奈川県横須賀市根岸町3-2-1 0468-34-5861 9:00-24:00 無休
松本清 馬堀海岸店 神奈川県横須賀市馬堀町3-1-15 046-844-0231 10:00-21:00 元旦
松本清 ドラッグストア横須賀長坂店 神奈川県横須賀市長坂4-2-19 046-857-7021 9:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア横須賀武山店 神奈川県横須賀市武3-21-16 0468-58-1678 9:00-24:00 無休
松本清 追浜駅前店 神奈川県横須賀市追浜本町1-28-5 046-865-6272 10:00-21:00 元旦
松本清 逗子駅前店 神奈川県逗子市逗子２丁目６番３２号 046-870-0201 10:00-21:00 (藥局:一~五10:00-20:00 六10:00-18:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 ドラッグストア東逗子店 神奈川県逗子市桜山4-5-26 046-871-3716 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア館山店 千葉県館山市下真倉255 0470-20-1021 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア館山マーケットプレイス店 千葉県館山市湊188-1 0470-24-7711 9:30-20:00 元旦
松本清 ＤＳミサキショッピングガーデン店 千葉県いすみ市岬町江場六1847 0470-80-3221 9:30-20:00 無休
松本清 ドラッグストア鴨川店 千葉県鴨川市横渚1103-1 04-7093-6231 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア鴨川貝渚店 千葉県鴨川市貝渚60 04-7099-0140 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア梅郷駅前店 千葉県野田市山崎1881 04-7123-8821 9:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア野田花井店 千葉県野田市花井197 04-7126-2600 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア野田宮崎店 千葉県野田市宮崎56-36 04-7126-5585 9:00-24:00 (藥局:一~五9:00-19:00 六9:00-17:00) 無休 (藥局:星期日&例假日、12/30-
松本清 ドラッグストア川間南口店 千葉県野田市岩名1-26-5 04-7127-2225 9:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア柏の葉公園店 千葉県柏市柏の葉5-5-5 04-7137-2380 9:00-22:00 無休

松本清 柏駅西口店 千葉県柏市末広町4丁目1番　神崎ビル 04-7140-1021
9:00-22:00 (藥局 一~五 9:00-20:00 六 9:00-18:00 日
10:00-18:00)

無休 (藥局:例假日)

松本清 ドラッグストアアクロスプラザ流山店 千葉県流山市向小金1-241-1 04-7142-8055 10:00-20:00 元旦
松本清 東武柏駅構内店 千葉県柏市末広町1-1 東武柏駅2F改札内 04-7145-5200 8:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア流山野々下店 千葉県流山市野々下6-1034-1 04-7146-8071 9:00-23:00 元旦
松本清 ドラッグストア柏旭町店 千葉県柏市旭町4-6-2 04-7147-0045 10:00-24:00 (藥局:9:30-20:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 ドラッグストア豊四季店 千葉県柏市豊四季203 04-7147-6677 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア初石店 千葉県流山市西初石2-90-4 04-7152-6661 9:00-24:00 無休
松本清 東深井店 千葉県流山市東深井228 04-7153-7877 9:30-21:00 無休
松本清 ドラッグストア江戸川台店 千葉県流山市江戸川台東2-6-2 04-7154-1333 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア流山おおたかの森店 千葉県流山市十太夫71-5 04-7156-5300 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア流山南店 千葉県流山市大字木251 04-7157-6114 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア西平井店 千葉県流山市大字西平井365 04-7157-7070 9:30-22:00 無休
松本清 ドラッグストアＬＥＶＥＮおおたかの森店 千葉県流山市市野谷585-1 04-7158-7018 9:30-21:45 無休
松本清 南流山店 千葉県流山市南流山1-10-8 04-7159-2300 10:00-21:00 無休
松本清 柏店 千葉県柏市柏3-2-3 04-7162-6001 9:00-20:00 (藥局:一~五9:00-19:00 六9:00-18:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 ドラッグストア柏千代田店 千葉県柏市千代田3-7-16 04-7166-5031 9:00-22:00 無休

松本清 柏東口駅前店 千葉県柏市柏2-2-2　浅野ビル 04-7167-7056
9:00-22:00 (藥局:一~五9:30-20:00 六10:00-19:00 星期
日&例假日10:00-19:00)

元旦 (藥局:12/31-1/3)

松本清 柏二番街店 千葉県柏市柏1-2-33 04-7168-2122 10:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア柏酒井根店 千葉県柏市酒井根2-2-1 04-7170-5005 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストアピアシティ柏中新宿店 千葉県柏市中新宿3-11-1 047-170-8105 9:00-21:45 無休
松本清 ドラッグストアフィールズ南柏店 千葉県柏市南柏中央6-7　フィールズ南柏　MALL、1 04-7172-1155 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア新柏店 千葉県柏市豊住1-3 04-7174-6600 10:00-21:45 無休

松本清 光ケ丘店 千葉県柏市光ヶ丘2-21-25 04-7176-1880
平日9:30-20:00 日9:00-20:00 (藥局:一~五9:00-18:00 六
9:00-18:00)

無休 (藥局:星期日&例假日)

松本清 ドラッグストア柏富里店 千葉県柏市富里2-4-35 04-7176-3843 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア柏加賀店 千葉県柏市加賀1-3-1 04-7176-4121 9:00-24:00 無休
松本清 流山おおたかの森駅店 千葉県流山市西初石6-181-3 04-7178-2128 9:00-22:00 元旦
松本清 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ手賀沼公園店 千葉県我孫子市緑1-11-4 04-7179-1131 9:00-23:00 無休

松本清 ドラッグストア天王台店 千葉県我孫子市天王台2-1-27 04-7181-3180 
9:00-23:00 (藥局:一~五9:00-20:00 六9:00-20:00 星期日
&例假日9:00-18:00)

無休

松本清 ドラッグストア柴崎台店 千葉県我孫子市柴崎台4-6-12 04-7184-1470 9:00-23:00 元旦
松本清 あびこショッピングプラザ店 千葉県我孫子市我孫子4-11-1 04-7184-7878 9:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア湖北台店 千葉県我孫子市湖北台9-6-16 04-7188-3525 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア柏高柳駅前店 千葉県柏市高柳1-6-6 04-7193-5026 9:30-22:00 元旦
松本清 下総中山駅前店 千葉県船橋市本中山2-16-1 047-302-5500 9:30-21:00 (藥局:一~六 9:30-18:30) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 浦安南口駅前店 千葉県浦安市北栄1-16-18 047-306-2260 9:00-22:30  (藥局:一~五9:00-20:00 六9:00-20:00) 無休 (藥局:星期日&例假日、1/1-1/3)

松本清 小金店 千葉県松戸市小金４３５ー１ 047-309-6211
一~五 9:00-21:00 星期日&例假日 10:00-20:00 (藥局:一
~五9:00-19:00　六9:00-15:00)

無休 (藥局:星期日&例假日)

松本清 ドラッグストア松戸六実店 千葉県松戸市六実6-5-2 047-311-2068 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア六高台店 千葉県松戸市六高台8-11 047-311-5533 9:00-24:00 無休



松本清 新松戸駅前店 千葉県松戸市新松戸1-483 047-312-0173 9:30-22:00 無休
松本清 松戸西口駅前店 千葉県松戸市本町18-6 壱番館ビル 047-312-5523 9:00-22:00 (藥局:一~六9:00-20:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 ドラッグストア高塚新田店 千葉県松戸市高塚新田135-1 047-312-7025 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア松戸秋山店 千葉県松戸市秋山2-2-2 047-312-7811 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア市川菅野店 千葉県市川市菅野5-1 047-326-8400 9:00-24:00 (藥局:10:00-18:00) 無休 (藥局:四、星期日&例假日)
松本清 ドラッグストアマミーマート松戸新田店 千葉県松戸市松戸新田30-1 047-330-0081 9:00-22:00 無休
松本清 北松戸東口駅前店 千葉県松戸市上本郷897-3 047-331-0161 9:30-21:30 無休
松本清 ドラッグストア松戸栄町店 千葉県松戸市栄町2-76-3 047-331-2200 9:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア原木中山店 千葉県船橋市本中山7-19-3 047-335-8700 10:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア法典駅前店 千葉県船橋市藤原1-27-3 047-337-3385 10:00-24:00 (藥局:一~五10:00-20:00 六10:00-18:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 ドラッグストア市川大野店 千葉県市川市南大野3-24-3 047-338-0315 9:00-24:00 無休
松本清 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ小金原４丁目店 千葉県松戸市小金原4-36-7 047-341-7733 9:00-21:45 無休
松本清 テラスモール松戸店 千葉県松戸市八ヶ崎2-8-1 047-342-5770 10:00-21:00 無休
松本清 新松戸中央店 千葉県松戸市新松戸5-137 047-343-5781 一~六10:00-21:00 日9:00-21:00 元旦
松本清 八ヶ崎店 千葉県松戸市八ヶ崎7-45-2 047-346-6711 10:00-20:00 無休
松本清 ドラッグストア馬橋店 千葉県松戸市西馬橋蔵元町25 047-346-7100 10:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア松戸千駄堀店 千葉県松戸市千駄堀1843 047-349-2300 9:00-22:00 (藥局:一~五9:00-18:00) 無休 (藥局:六日&例假日)
松本清 ドラッグストア浦安東野店 千葉県浦安市東野1-1-43 047-350-0778 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア市川行徳店 千葉県市川市湊新田1-4-2 047-357-5770 10:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア松戸新田店 千葉県松戸市松戸新田432-12 047-361-5222 9:00-24:00 無休
松本清 アトレ松戸店 千葉県松戸市松戸1-1181 047-365-5228 10:00-21:00 アトレ休館日（元旦）

松本清 ドラッグストア矢切店 千葉県松戸市栗山字中台125-1 047-368-3001 
平日9:00-22:00　六日&例假日9:00-21:00 (藥局:9:00-
20:00)

無休

松本清 ドラッグストア北国分店 千葉県市川市堀之内3-6-15 047-372-6620 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア二ツ木店 千葉県松戸市八ヶ崎8-34-3 047-374-5170 9:00-22:00 無休
松本清 新松戸４丁目店 千葉県松戸市新松戸4-124 047-374-5506 10:00-21:00 無休
松本清 ニッケコルトンプラザ店 千葉県市川市鬼高1-1-1 047-378-2770 10:00-21:00 (藥局:10:00-19:00) 無休

松本清 本八幡駅前店 千葉県市川市南八幡4-1-10 047-378-8625 9:00-23:00 (藥局:一~六9:00-20:00)
無休 (藥局:星期日&例假日、12/31-
1/3)

松本清 ドラッグストア五香店 千葉県松戸市五香7-66-1 047-384-7655 9:00-21:00 無休
松本清 五香駅前通り店 千葉県松戸市常盤平5-17-7 047-386-2601 9:00-20:00 星期日&例假日
松本清 ドラッグストア松飛台店 千葉県松戸市松飛台68-1 047-388-0061 9:00-24:00 無休

松本清 ドラッグストア八柱駅前店 千葉県松戸市日暮1-15-1 047-388-6605 
10:00-23:00(星期日&例假日10:00-21:00)(藥局:一~五
9:00-20:00 六9:00-15:00)

無休(藥局:星期日&例假日)

松本清 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ八柱店 千葉県松戸市日暮5-50 047-389-3222 10:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア富浜店 千葉県市川市富浜1-7-4 047-390-1515 9:30-24:00 無休
松本清 新浦安モナ店 千葉県浦安市入船1-5-1 047-390-7077 10:00-21:00 元旦

松本清 ドラッグストア二十世紀が丘店 千葉県松戸市二十世紀が丘丸山町38-4 047-392-6331 
9:00-22:00 (藥局:一~五9:30-18:30 六9:30-18:30 星期日
&例假日9:30-13:00)

無休 (藥局:1/1-1/3)

松本清 ドラッグストア市川新田店 千葉県市川市新田2-3-1 047-393-6670 10:00-21:45 無休

松本清 ドラッグストア五香西店 千葉県松戸市五香西3-2-1 047-394-0808 
9:00-24:00 (藥局:一~五10:00-19:00 六10:00-19:00 星期
日&例假日10:00-19:00)

無休

松本清 プラーレ松戸店 千葉県松戸市松戸1149-1 047-394-8021 10:00-21:00 無休
松本清 北習志野駅前店 千葉県船橋市習志野台2-1-6 047-402-1701 9:00-22:00 元旦
松本清 フルルガーデン八千代店 千葉県八千代市村上南1-4-1 047-405-1231 10:00-20:00（六星期日&例假日10:00-21:00） 無休
松本清 ドラッグストア谷津店 千葉県習志野市谷津町1-8 047-408-3085 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア船橋日の出店 千葉県船橋市日の出1-18-4 047-420-1750 9:00-22:00 無休
松本清 ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ店 千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY西館1F 047-421-7745 月火水木10:00-20:00 五六日&例假日10:00-21:00 不定休（年2次）
松本清 船橋駅前通り店 千葉県船橋市本町4-42-19 047-426-5451 9:00-22:00 無休
松本清 西船橋店 千葉県船橋市西船4-17-10 047-436-5088 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア馬込沢店 千葉県船橋市藤原7-17-28 047-439-6335 10:00-21:45 無休
松本清 ドラッグストア鎌ヶ谷店 千葉県鎌ヶ谷市鎌ヶ谷8-1-52 047-442-1411 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア白井店 千葉県白井市冨士102-1 047-444-0179 9:00-24:00 (藥局:一~五10:00-19:00 六10:00-19:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 ハイパーモールメルクス新習志野店 千葉県習志野市茜浜2-2-1　ハイパーモールメルクス内 047-452-5832 一三四五六 10:00-21:00 星期五&日 9:00-21:00 元旦
松本清 新津田沼駅前店 千葉県習志野市津田沼1-10-40 ダイワビル 047-455-7050 9:00-22:00(藥局 一~五9:00-19:00 六9:00-15:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 ドラッグストア飯山満駅前店 千葉県船橋市芝山3-12-51 047-456-5565 10:00-23:00 無休
松本清 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ西八千代店 千葉県八千代市大和田新田403-1 047-458-2511 10:00-21:45 無休
松本清 ドラッグストア八千代緑が丘店 千葉県八千代市緑が丘4-1-2 047-458-8151 10:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア船橋北本町店 千葉県船橋市北本町2-61-10 047-460-3075 9:00-22:00 無休
松本清 薬円台店 千葉県船橋市薬円台5-19-1 047-462-5331 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア船橋芝山店 千葉県船橋市芝山3-6-1 047-469-8581 9:00-24:00 (藥局:一~五10:00-19:00 六星期日&例假日 無休
松本清 メッツ津田沼店 千葉県習志野市津田沼1-1-1 047-471-4622 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア八千代中央店 千葉県八千代市ゆりのき台3-1-3 047-482-0545 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア勝田台店 千葉県八千代市勝田台1-31-7 TSUTAYAビル1階 047-485-6300 9:00-22:00 (藥局:一~五9:00-18:30 六9:00-16:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 エポカ高根台店 千葉県船橋市高根台1-2-1 047-490-2733 10:00-20:00 休館日
松本清 ドラッグストア千葉ニュータウン店 千葉県白井市桜台1-1-13 047-491-5531 9:30-22:00 無休
松本清 ドラッグストア西白井店 千葉県白井市けやき台1-1-3 047-497-0122 10:00-21:45 無休
松本清 ＤＳ茂原マーケットプレイス店 千葉県茂原市茂原10 0475-22-3310 9:30-21:00 無休
松本清 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ茂原中の島店 千葉県茂原市下永吉357 0475-25-8005 9:30-21:45 無休
松本清 アルカード茂原店 千葉県茂原市町保1 0475-26-2685 10:00-21:00 元旦
松本清 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ茂原高師店 千葉県茂原市小林1619-11 0475-26-3520 9:30-21:00 無休
松本清 ドラッグストアせんどう東金プラザ店 千葉県東金市家徳280-1 0475-53-1388 10:00-21:00 元旦
松本清 ドラッグストア東金東上宿店 千葉県東金市東上宿6-81 0475-55-5101 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア大網白里店 千葉県大網白里市駒込423-1 0475-73-0261 9:00-21:45 無休
松本清 ドラッグストア成東店 千葉県山武市成東1347 0475-82-7231 10:00-20:00 無休
松本清 ドラッグストア成田はなのき台店 千葉県成田市はなのき台1-22-12 0476-20-5022 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア成田江弁須店 千葉県成田市江弁須154-78 0476-20-6075 10:00-24:00 無休



松本清 成田東口駅前店 千葉県成田市花崎町828-11 スカイタウン成田1F 0476-22-6070 10:00-21:45 無休
松本清 成田西口店 千葉県成田市馬橋8-3 0476-22-6789 10:00-21:45 無休
松本清 成田ウイング六屋店 千葉県成田市ウイング六屋５６－２ 0476-23-6161 10:00-21:30 無休
松本清 ドラッグストア成田美郷台店 千葉県成田市美郷台2-1-3 0476-23-7077 10:00-24:00 無休
松本清 成田国際空港第２ターミナルＢ１Ｆ店 千葉県成田市古込字古込1-1 成田国際空港第2ターミナルB1F 0476-30-1078 7:00-20:30 無休
松本清 成田国際空港第１ターミナル店 千葉県成田市三里塚字御料牧場1-1 0476-33-5015 7:30-22:15 無休
松本清 薬マツモトキヨシ 成田東武ホテルエアポート店 千葉県成田市取香３２０－１　成田東武ホテルエアポート内 0476-33-5023 15:00-24:00 無休
松本清 成田国際空港第２ターミナル３Ｆ店 千葉県成田市古込字古込1-1　成田国際空港第2ターミナル3F 0476-34-8645 7:00-21:00 無休

松本清 ドラッグストア牧の原モア店 千葉県印西市牧の原1-3 0476-45-0600 
9:30-22:00 (藥局:一~五9:30-19:00 六9:30-15:30 日
10:00-18:00)

無休 (藥局:例假日)

松本清 ドラッグストア富里店 千葉県富里市七栄651-121 0476-91-4881 9:00-21:45 無休
松本清 ドラッグストア成田日吉台店 千葉県富里市日吉台2-1 0476-92-6500 9:30-21:45(藥局:一~五9:30-21:00 六9:30-20:00) 元旦(藥局:星期日&例假日、臨時休息

松本清 ドラッグストア印旛日本医大駅前店 千葉県印西市舞姫1-3-5 0476-98-2811
9:00-20:00(星期日&例假日10:00-20:00)(藥局:一~六
9:00-18:00)

無休 (藥局:星期日&例假日、12/30-
1/4)

松本清 ドラッグストア浦安富士見店 千葉県浦安市富士見1-6-25 047-700-7250 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア妙典駅前店 千葉県市川市妙典4-4-27 047-701-0075 10:00-24:00 (藥局:一~五10:00-20:00 六10:00-17:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 ドラッグストア行徳店 千葉県市川市行徳駅前4-27-9 047-701-0340 10:00-23:00 元旦
松本清 ドラッグストアみのり台店 千葉県松戸市稔台7-13-1 047-703-3162 9:00-23:00 元旦
松本清 ドラッグストア佐原シティー店 千葉県香取市佐原ホ1236-1 0478-54-1088 9:30-20:30 元旦
松本清 ドラッグストア小見川店 千葉県香取市南原地新田354 0478-83-7570 9:00-21:45 無休
松本清 ドラッグストア旭宮前店 千葉県旭市二字宮前1614-1 0479-63-5066 10:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア八日市場店 千葉県匝瑳市八日市場ハ字赤塚939-1 0479-73-7555 9:30-21:45 無休
松本清 東武久喜駅店 埼玉県久喜市中央2-1-1 0480-29-3001 10:00-22:00 元旦
松本清 ドラッグストア幸手北店 埼玉県幸手市北2-5-21 0480-42-8773 10:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア加須大桑店 埼玉県加須市鳩山町7-8 0480-65-7261 9:00-20:00 無休
松本清 モラージュ菖蒲店 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005-1 0480-87-3339 10:00-21:00 無休
松本清 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ白岡店 埼玉県白岡市西4-2-10 0480-93-8085 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア川口朝日店 埼玉県川口市朝日2-2-15 048-224-7151 10:00-22:00 元旦
松本清 ドラッグストア並木店 埼玉県川口市並木3-4-1 048-240-1520

9:00-23:00 (藥局:一~五 9:00-14:00 15:00-19:00 六9:00-
15:00)

無休 (藥局:元旦、星期日&例假日)
松本清 川口東口店 埼玉県川口市栄町3-9-11 リーヴァビル1F 048-242-0051 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア西川口店 埼玉県川口市西川口2-8-13 048-252-6781 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア川口前川店 埼玉県川口市本前川町2-22-40 048-262-5500 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア西友川口赤山店 埼玉県川口市赤山1426 048-286-5840 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア川口戸塚３丁目店 埼玉県川口市戸塚3-37-11 048-298-7871 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア蕨南町店 埼玉県蕨市南町4-20-2 048-420-6880 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア戸田駅西口店 埼玉県戸田市大字新曽字柳原７９６ 048-430-0271 10:00-23:00 無休
松本清 蕨西口店 埼玉県蕨市中央3-2-5 048-431-0811 9:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア戸田本町店 埼玉県戸田市本町4-14-1 048-434-2052 10:00-23:00 無休
松本清 ビーンズ戸田公園店 埼玉県戸田市本町4-15-1 戸田ショッピングセンター2F 048-434-5211 10:00-23:00 無休
松本清 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ戸田店 埼玉県戸田市下戸田2-26-12 048-444-7671 10:00-24:00 無休
松本清 蕨店 埼玉県蕨市塚越1-6-1 048-446-5757 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア新座駅前店 埼玉県新座市野火止5-821 048-483-0190 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア熊谷銀座店 埼玉県熊谷市銀座2-226 048-501-0355 9:00-23:00 無休
松本清 熊谷駅ビル店 埼玉県熊谷市筑波2-115 048-522-4551 10:00-21:00 元旦(藥局:元旦、臨時休息日)
松本清 熊谷ニットモール店 埼玉県熊谷市銀座2-245 048-525-2259 10:00-21:00 元旦
松本清 ドラッグストア熊谷広瀬店 埼玉県熊谷市広瀬132 048-527-8827 10:00-22:00 元旦
松本清 ドラッグストアかごはら南店 埼玉県熊谷市新堀新田673 048-532-6566 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア鴻巣店 埼玉県鴻巣市逆川2-195-1 048-543-5930 10:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア北本深井店 埼玉県北本市深井6-87 048-543-7707 10:00-21:00 無休
松本清 エルミこうのすショッピングモール店 埼玉県鴻巣市本町1-1-2 048-543-8227 10:00-21:00 元旦
松本清 ドラッグストア行田長野店 埼玉県行田市長野1-49-24 048-553-1311 9:00-22:00 (藥局:9:30-19:00) 無休
松本清 ドラッグストアフォルテ寄居店 埼玉県大里郡寄居町寄居618-1 048-581-1031 9:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストアイール妻沼店 埼玉県熊谷市弥藤吾1120-1 048-589-0868 9:30-21:00 無休
松本清 コクーンシティ店 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 048-600-3666 10:00-21:00 無休
松本清 大宮店 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-92-3 048-643-6911 8:00-23:00 無休
松本清 ステラタウン店 埼玉県さいたま市北区宮原町1-854-1 048-653-3332 10:00-21:00 無休
松本清 大宮駅前通り店 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-20 048-657-3005 9:00-23:00 (藥局:一~六9:00-19:30) 無休（藥局:星期日&例假日）
松本清 ドラッグストアさいたま本郷町店 埼玉県さいたま市北区本郷町862 048-661-0576 10:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストアさいたま櫛引店 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1-294 048-668-1880 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア大宮櫛引店 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町１丁目７７９番地１ 048-669-5070 9:00-22:00 (藥局:一~五9:00-18:30 六9:00-13:00) 無休(藥局:星期日&例假日)

松本清 ドラッグストアハレノテラス東大宮店 埼玉県さいたま市見沼区島町393番地 048-680-1500 
9:00-22:00 (藥局:一二三五9:00-19:00　第1、3、5六日
9:00-18:00 第2、4六日9:00-17:00)

無休 (藥局:星期四、日&例假日)

松本清 ドラッグストア七里店 埼玉県さいたま市見沼区東門前50-1 048-680-2062 9:00-22:00 無休
松本清 東大宮東口店 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-39-8 048-681-4760 9:00-22:00 無休
松本清 ララガーデン春日部店 埼玉県春日部市南1-1-1 １F 1030 048-733-3556 10:00-21:00 無休
松本清 春日部東口店 埼玉県春日部市粕壁1-9-5 成田ビル1F 048-755-0006 9:00-22:00 元旦
松本清 ドラッグストア上尾井戸木店 埼玉県上尾市井戸木1-5 048-772-3271 9:00-24:00 無休
松本清 上尾ショーサン通り店 埼玉県上尾市谷津2-1-25 ショーサン上尾ビル 048-779-2271 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア上尾小泉店 埼玉県上尾市小泉1-10-8 048-780-3031 10:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア浦和大間木店 埼玉県さいたま市緑区大間木518-1 048-810-6611 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア浦和上木崎店 埼玉県さいたま市浦和区上木崎2-14-23 048-815-5000 9:00-24:00 無休
松本清 ビバモールさいたま新都心店 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-13-1 048-815-8060 10:00-21:00 無休
松本清 北浦和駅前店 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3-4-1 048-833-2787 10:00-22:30(星期日&例假日10:00-22:00) 元旦
松本清 浦和高砂店 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-9-1 048-833-3766 9:00-22:00 (藥局:一~六9:00-21:00 星期日&例假日 無休
松本清 ドラッグストア北与野駅前店 埼玉県さいたま市中央区上落合2-10-27 048-840-1622 10:00-24:00 無休
松本清 ビーンズ与野本町店 埼玉県さいたま市中央区本町東2-3-11 048-859-6556 10:00-21:00 無休



松本清 ビーンズ武蔵浦和店 埼玉県さいたま市南区別所7-12-1 048-865-5977 10:00-21:00 休館日（元旦）
松本清 ドラッグストア浦和大谷口店 埼玉県さいたま市南区大谷口1274-2 048-883-5535 9:00-21:45 無休
松本清 南浦和店 埼玉県さいたま市南区南浦和2-39-12　第１愛興ビル１Ｆ 048-887-2445 9:00-21:45 無休
松本清 ドラッグストア草加氷川町店 埼玉県草加市氷川町2027-1 048-924-1951 10:00-22:00 元旦
松本清 ドラッグストア谷塚駅前店 埼玉県草加市瀬崎1-9-1 048-925-7570 10:00-21:00 元旦
松本清 草加店 埼玉県草加市高砂2-16-9 ﾌｧﾐｰﾙﾌﾟﾗｻﾞ草加1F 048-927-4425 9:00-21:00 (藥局:一~五9:00-20:00 六9:00-17:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 草加ヴァリエ店 埼玉県草加市高砂2-5-25 048-929-6577 10:00-21:00 元旦
松本清 エキア松原店 埼玉県草加市松原1-1-13（松原団地駅構内） 048-933-2022 9:30-22:00 無休
松本清 ドラッグストア草加青柳店 埼玉県草加市青柳7-20-20 048-936-0715 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア三郷中央駅前店 埼玉県三郷市中央3-48-4 048-949-2733 10:00-23:00 無休
松本清 ららぽーと新三郷店 埼玉県三郷市新三郷ららシティ3-1-1 ららぽーと新三郷1F 048-950-1070 10:00-21:00 無休 (藥局:臨時休息日)
松本清 ドラッグストア三郷早稲田店 埼玉県三郷市早稲田2-3-1 048-950-5015 10:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア新三郷店 埼玉県三郷市采女1-229-2 048-957-9231 9:00-22:00 (藥局:一~五9:00‐19:00 六9:00-18:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 ドラッグストア早稲田団地店 埼玉県三郷市早稲田6-1-1 048-958-7600 9:00-24:00 (藥局:一~五10:00-20:00 六10:00-18:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 ドラッグストア越谷レイクタウン店 埼玉県越谷市レイクタウン7-2-8 048-961-1215 10:00-23:00 無休

松本清 新越谷駅プラザ館店 埼玉県越谷市南越谷1-11-4 新越谷ヴァリエプラザ1F 048-961-5080
9:00-22:00 (藥局:一~五9:00-19:00 六9:00-15:00 第3星
期六9:00-18:00)

無休 (藥局:星期日&例假日)

松本清 ドラッグストア越谷西方店 埼玉県越谷市大字西方3032-1 048-961-7330 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア越谷赤山店 埼玉県越谷市赤山町2-59-1 048-962-0801 9:00-23:00 無休
松本清 越谷駅前店 埼玉県越谷市弥生町4-44 越谷駅ビル 048-963-8140 9:00-23:00 元旦
松本清 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ東越谷店 埼玉県越谷市東越谷4-2-3 048-966-8052 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア越谷店 埼玉県越谷市弥生町2-8 048-967-1566 10:00-22:00 無休
松本清 大袋駅西口店 埼玉県越谷市大字袋山1424-1 048-970-8206 9:30-21:00 無休

松本清 東急北越谷店 埼玉県越谷市大沢3-6-1 048-971-0681
9:30-22:00 (藥局:一~五9:30-21:00 六9:30-19:00 星期日
&例假日10:00-17:00)

無休

松本清 ドラッグストア北越谷店 埼玉県越谷市北越谷3-1-1 048-971-1113 9:00-21:45 無休
松本清 ドラッグストアせんげん台東店 埼玉県越谷市平方南町19-1 048-978-0491 平日10:00-21:00、日9:30-21:00 元旦

松本清 ドラッグストア吉川駅前通り店 埼玉県吉川市保1-27-6 048-984-1278
9:00-22:00 (藥局:一三四五9:00-19:30 二10:00-19:30 六
9:00-18:00)

無休 (藥局:星期日&例假日)

松本清 ドラッグストア蒲生茜町店 埼玉県越谷市蒲生茜町21-11 048-985-0900 9:00-21:45 無休
松本清 ドラッグストア東蒲生店 埼玉県越谷市蒲生旭町9-6 048-986-3115 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア南越谷七左町店 埼玉県越谷市新越谷1-43-3 048-986-6721 10:00-21:00 元旦
松本清 新越谷ヴァリエ店 埼玉県越谷市南越谷1-11-4 新越谷ヴァリエ 1F 048-990-5041 10:00-21:00 5月、8月、2月第3個星期二
松本清 越谷レイクタウン駅店 埼玉県越谷市レイクタウン8-16 048-990-7377 10:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア八潮伊草店 埼玉県八潮市伊草545 048-994-3215 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストアフレスポ八潮店 埼玉県八潮市大瀬1-1-3 048-997-5575 10:00-24:00 無休
PAPASU藥妝(ぱぱす) 八潮大瀬店 埼玉県八潮市大瀬4-1-1 048-997-9341 10:00-22:00 無休
松本清 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ八潮中央店 埼玉県八潮市中央3-22-6 048-998-0100 10:00-22:00 無休
松本清 東武川越市駅店 埼玉県川越市六軒町1-4-3 049-225-5601 10:00-22:00 元旦
松本清 川越クレアモール店 埼玉県川越市新富町2-5-17 SSビル 049-226-1002 9:00-21:30 無休
松本清 ベーセベージェ店 埼玉県川越市脇田町24-9 エキア川越 049-226-4554 9:00-22:00 無休
松本清 アトレ川越店 埼玉県川越市脇田町105番地 049-228-2400 10:00-21:00 休館日
松本清 ドラッグストア霞ケ関店 埼玉県川越市的場2220-1 049-232-3577 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア霞ヶ関駅前店 埼玉県川越市霞ヶ関東1-6-8 049-234-9500 9:00-24:00 無休
松本清 ＤＳザ、マーケットプレイス川越的場店 埼玉県川越市的場新町21-10 049-237-8222 9:00-22:00 (藥局:10:00-19:00) 無休 (藥局:1/1)
松本清 ドラッグストアニトリ川越店 埼玉県川越市豊田町3-13-2 049-249-5530 10:00-21:00 無休
松本清 東武鶴瀬駅ビル店 埼玉県富士見市大字鶴馬2602-3（駅ビル２Ｆ） 049-255-5067 10:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストアピアシティふじみ野店 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡2-3-1 049-256-8585 10:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア大井町店 埼玉県ふじみ野市ふじみ野2-13-1 049-261-9301 9:00-24:00 無休

松本清 上福岡西口店 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘1-100 049-267-8021
9:00-22:00 (藥局 一~五 9:00-20:00 六日&例假日 9:00-
18:00)

無休

松本清 ららぽーと富士見店 埼玉県富士見市山室1-1313 1F 10900 049-275-1121 10:00-21:00 無休
松本清 みずほ台駅店 埼玉県富士見市東みずほ台2-29-4 049-275-2111 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア鶴ヶ丘店 埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘276-1 049-279-5010 9:00-22:00 無休
松本清 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ坂戸入西店 埼玉県坂戸市にっさい花みず木3-11-8 049-283-8005 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア毛呂山店 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷293-1 049-295-5500 9:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア東松山六反町店 埼玉県東松山市六反町1-1 0493-25-1310 9:30-22:00 無休
松本清 北千住本町センター通り店 埼玉県東松山市あずま町4-3 0493-31-2323 9:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア嵐山店 埼玉県比企郡嵐山町平沢 六地区画整理地内33街区7 0493-62-8507 9:00-21:30 元旦
松本清 ドラッグストア秩父影森店 埼玉県秩父市下影森738-8 0494-22-6787 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア秩父公園橋店 埼玉県秩父市中村町4-3-15 0494-22-9531 9:00-21:00 無休
松本清 ｐｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ本庄店 埼玉県本庄市南1-2-4 0495-22-8110 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア上里七本木店 埼玉県児玉郡上里町大字七本木2560-4 0495-34-0818 10:00-21:45 無休
松本清 広小路伏見Part2 愛知県名古屋市中区栄1-5-5 052-209-6603 8:00-22:00 星期日&例假日9:00-21:00 無休
松本清 テラッセ納屋橋店 愛知県名古屋市中区栄1-2-49 テラッセ納屋橋 B棟2F201 052-218-3051 10:00-22:00 無休
松本清 名古屋大須観音店 愛知県名古屋市中区大須2-23-36 ラディアント大須1F 052-218-7151 10:00-20:00 無休
松本清 名古屋大須万松寺店 愛知県名古屋市中区大須4-11-5 Ｚ'ｓビル1F 052-249-3150 9:00-21:00 無休
松本清 栄スカイル店 愛知県名古屋市中区栄3-4-5 栄スカイルB2F 052-249-8160 10:00-20:00 元旦、2月&8月第3個星期三
松本清 広小路栄4丁目店 名古屋市中区栄4-2-7　栄イーストビル１階 052-269-9030 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア上石川店 愛知県名古屋市中村区上石川町3-20 052-419-1117 9:00-22:00 無休
松本清 エスカ店（仮称） 愛知県名古屋市中村区椿町6-9 エスカ地下街 052-459-7155 8:30-22:00 元旦、2月第3個&9月第2個星期四
松本清 ドラッグストア甚目寺店 愛知県あま市坂牧北浦28-1 052-462-6160 9:00-24:00 無休
松本清 名古屋郵便局前店 愛知県名古屋市中村区名駅2-45-19 052-589-1285 9:00-22:00 無休
松本清 名古屋駅太閤通口店（仮称） 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 052-589-2066 7:00-22:30 星期日&例假日 7:00-21:00 無休
松本清 新名フード地下街店 愛知県名古屋市中村区名駅4-54 新名フード地下街内 052-589-3336 7:30-21:00 無休
松本清 ユニモール店 愛知県名古屋市中村区名駅4-5-26 052-589-8655 8:00-21:00 (六日&例假日 10:00-21:00) 無休
松本清 ドラッグストア名古屋木場店 愛知県名古屋市港区木場町8-92 052-698-7656 9:00-22:00 無休



松本清 ドラッグストア名東新宿店 愛知県名古屋市名東区新宿2-296-2 052-709-2877 9:00-22:00 (藥局:一~五9:00-20:00 六9:00-14:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 薬 マツモトキヨシ オアシス２１店 愛知県名古屋市東区東桜1-11-1 052-950-2125 10:00-22:00 無休
松本清 新名古屋テレビ塔前店 愛知県名古屋市中区錦3-15-9 エフジー久屋ビル 052-959-6070 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグＳＥＱＶｏ！（エクボ）とよはし店 愛知県豊橋市柱五番町116-1 0532-38-8122 10:00-20:30(日 9:00-20:30) 無休
松本清 豊橋駅ビルカルミア店 愛知県豊橋市花田町字西宿無番地 0532-52-2263 10:00-21:00 (藥局:一~六10:00-20:00) 元旦(藥局:元旦、星期日&例假日)
松本清 浜松駅前店 浜松市中区旭町10-5 053-450-3030 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア東伊場店 静岡県浜松市中区東伊場2-14-55 053-455-4000 9:30-21:00 無休
松本清 ドラッグストア菊川店 静岡県菊川市堀之内580-1 0537-37-1900 9:30-21:00 無休
松本清 ドラッグストア東鷹匠店 静岡県静岡市葵区東鷹匠町3-24 054-200-0525 9:00-22:00 無休
松本清 新静岡駅前店 静岡県静岡市葵区伝馬町1-2 ホテルシティオ静岡1F 054-205-6500 10:00-21:00 無休（年2日）

松本清 ドラッグストア寺田店 静岡県静岡市駿河区寺田10-1 054-268-3222
10:00-22:00 (藥局:一二四五8:30-18:30 三8:30-17:00 六
8:30-14:00)

無休 (藥局:星期日&例假日)

松本清 呉服町店 静岡県静岡市葵区呉服町2-6-8 054-275-1180 8:00-21:00 星期日&例假日 10:00-21:00 無休
松本清 静岡パルシェ店 静岡県静岡市葵区黒金町49番地 静岡パルシェ食彩館1F 054-275-3015 9:00-21:00（藥局 一~五 9:00-17:30 六 9:00-12:30) 含元旦1年2次 (藥局:星期日&例假日)
松本清 ドラッグストア富士比奈店 静岡県富士市比奈263-2 0545-39-1655 10:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア富士吉原店 静岡県富士市浅間本町1-49 0545-54-2900 9:30-22:00 (藥局:一~五9:00-19:00 六9:00-16:30) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 ドラッグストア富士柚木店 静岡県富士市柚木6-2 0545-65-7100 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア富士厚原店 静岡県富士市厚原2314-1 0545-73-1655 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア安西店 静岡県静岡市葵区六太夫町40 054-653-2225 9:00-22:00 (藥局:一~五8:30-18:30 六8:30-12:30) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 マークイズ静岡店 静岡県静岡市葵区柚木1026番地 マークイズ静岡1F 054-655-8080 10:00-21:00 無休
松本清 富士山静岡空港店 静岡県牧之原市坂口3336-4 富士山静岡空港2F 0548-29-2650 10:30-19:30 無休
松本清 ドラッグストア御殿場原里店 静岡県御殿場市永塚332番地 0550-80-2100 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア御殿場ぐみ沢店 静岡県御殿場市茱萸沢1359-1 0550-81-0088 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア御殿場新橋店 静岡県御殿場市新橋910-1 0550-81-3333 9:00-21:45 無休
松本清 ドラッグストアラザウォーク甲斐双葉店 山梨県甲斐市志田字柿木645-1　ラザウォーク甲斐双葉内148 0551-28-1005 9:00-21:30 無休
松本清 薬　マツモトキヨシセレオ甲府店 山梨県甲府市丸の内1-1-8 セレオ甲府3F 055-221-1320 10:00-20:00 元旦
松本清 ドラッグストア富士河口湖店 山梨県南都留郡富士河口湖町船津2089 0555－20－3838 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア三島ニトリ店 静岡県駿東郡清水町玉川157-1 055-972-2633 10:00-23:00 無休
松本清 ラスパ太田川店 愛知県東海市大田町下浜田102-1 0562-39-3007 9:00-22:00 無休
松本清 クロスモール豊田陣中店 愛知県豊田市陣中町1-26-8 クロスモール豊田陣中2F 0565-37-1505 10:00-20:00 無休
松本清 みなくる刈谷店 愛知県刈谷市若松町2-101 0566-24-7155 10:00-21:00（日9:30-21:00） 元旦
松本清 ドラッグストア刈谷高倉店 愛知県刈谷市高倉町1-305 0566-63-6577 9:00-22:30 無休
松本清 ドラッグストア安城横山店 愛知県安城市横山町大山田中1-1 0566-73-9770 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア小牧原店 愛知県小牧市小牧原4-123-2 0568-42-0255 9:00-22:00 無休
松本清 ヘルスバンク小牧パワーズ店 愛知県小牧市間々原新田字下新池944 0568-42-6080 9:00-22:00 無休
松本清 中部国際空港第２ターミナル店 愛知県常滑市セントレア1-1 第２旅客ターミナルビル　サテライト2F0569-38-7582 7:00-20:00 無休
松本清 高山陣屋前店 岐阜県高山市八軒町1-23 0577-36-6798 9:00-20:00 無休
松本清 ヘルスバンク西之一色店 岐阜県高山市西之一色町3-1213-2 0577-37-7877 9:00-21:00 元旦
松本清 アスティ岐阜駅店 岐阜県岐阜市橋本町1-10-1 058-265-6212 9:00-22:00 無休
松本清 アスティ大垣店 岐阜県大垣市高屋町1-145 アスティ大垣2F 0584-77-5005 10:00-22:00 無休
松本清 ヘルスバンク森本店 愛知県一宮市森本2-26-7 0586-23-4529 9:00-22:00 無休
松本清 アスティ一宮店 愛知県一宮市栄3-1-1 0586-73-5922 8:30-22:30 無休
松本清 ヘルスバンク国府宮店 愛知県稲沢市国府宮神田町15 0587-24-9902 8:30-22:00 無休
松本清 近鉄四日市ふれあいモール店 三重県四日市市安島1-31-1 059-356-8288 一~六9:00-22:00 星期日&例假日9:00-21:00 元旦
松本清 イオンモール桑名店 三重県桑名市新西方1-22 イオンモール桑名１番街 アンク専門店街0594-25-8040 10:00-21:00 無休
松本清 近鉄上本町店 大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-55 06-4305-6027 9:30-22:00 元旦
松本清 南市岡店 大阪府大阪市港区南市岡3-10-21 06-4393-9133 9:00-21:45 1/1-1/2
松本清 ドラッグストア住之江公園駅前店 大阪府大阪市住之江区新北島1-5-1 コーニッシュビル1Ｆ 06-4702-6020 9:30-22:30 無休
松本清 大阪ビジネスパーク店 大阪府大阪市中央区城見1-3-7 IMPビル1階 06-4790-6101 10:00-22:00 12/30-1/2
松本清 天六駅前店 大阪府大阪市北区天神橋7-2-1 06-4801-7756 10:00-22:30 無休
松本清 ららぽーとEXPOCITY店 大阪府吹田市千里万博公園2-1 1F Iゾーン10230 06-4864-8280 10:00-21:00 無休
松本清 心斎橋中央店 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-6-10 06-6120-9198 10:00-23:00 無休
松本清 道頓堀1丁目店 大阪府大阪市中央区道頓堀1-4-27 道頓堀1丁目プロジェクト 06-6211-2761 10:00-23:00 無休
松本清 心斎橋南店 大阪府大阪市中央区心斎橋筋２丁目５番５号 06-6211-6307 10:00-23:00 無休
松本清 心斎橋店 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-1-21 06-6213-5621 9:00-23:00 無休
松本清 西心斎橋店 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-4-2 難波日興ビル1 06-6214-5722 10:00-23:00 無休
松本清 京橋駅前店 大阪府大阪市都島区片町2-4-14 06-6242-8830 10:00-22:30 無休
松本清 クロスト大阪駅店 大阪府大阪市北区梅田3-1-1クロスト大阪駅B1F 06-6344-5861 8:30-22:30 無休
松本清 ユニバーサルシティウォーク大阪店 大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 06-6460-1062 10:00-22:00 無休
松本清 道頓堀法善寺店 大阪府大阪市中央区道頓堀1-7-5 06-6484-0030 10:00-23:00 無休
松本清 道頓堀千日前店 大阪府大阪市中央区千日前1-7-15 06-6484-2035 10:00-23:00 無休
松本清 大正駅前店 大阪府大阪市大正区三軒家東1-17-26 06-6555-7790 10:00-23:00 元旦
松本清 九条店 大阪府大阪市西区九条1-11-13 06-6585-2808 9:30-21:30 元旦
松本清 黒門市場末広通り店 大阪市中央区日本橋1-21-30 06-6630-6513 9:00-19:00 無休
松本清 黒門市場店 大阪市中央区日本橋1-16-13 06-6630-8501 9:00-21:00 無休
松本清 あべのキューズタウン店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 ヴィアあべのウォーク101区画06-6636-1577 9:00-23:00 (藥局:一~五9:00-21:00 六9:00-20:00) 無休 (藥局:星期日&例假日)
松本清 桃谷店 大阪府大阪市生野区桃谷1-12-17 06-6715-3777 9:00-21:45 元旦
松本清 鶴橋駅前店 大阪府大阪市天王寺区下味原町1-22 06-6772-1210 8:00-23:00 無休
松本清 上本町店 大阪府大阪市天王寺区上本町6-4-3 06-6776-7523 9:00-22:00 無休
松本清 ビエラ桃谷店 大阪府大阪市天王寺区堂ヶ芝1-8-31 06-6776-7607 10:00-22:00 元旦
松本清 十三東口駅前店 大阪府大阪市淀川区十三東2-8-11 06-6885-6081 9:00-22:30 (藥局:一~五9:00-20:00 六9:00-13:00) 無休(藥局:星期日&例假日)
松本清 京阪守口市駅店 大阪府守口市河原町1-1 06-6995-5610 9:00-22:00 (藥局:一~五 9:00-19:30 六 9:00-13:00) 元旦 (藥局:星期日&例假日)
松本清 泉佐野駅店 大阪府泉佐野市上町3-11-45 072-458-3555 9:00-22:30 無休
松本清 ニトリモール枚方店 大阪府枚方市北山1-2-1204区画 072-866-1085 10:00-21:00 無休
松本清 大和西大寺駅前店 奈良県奈良市西大寺東町2-1-63 0742-30-0066 10:00-22:00 無休
松本清 近鉄橿原店 奈良県橿原市北八木町3-65-11 近鉄百貨店橿原店 1F 0744-23-6151 10:00-19:30 元旦
松本清 京都四条通り店 京都府京都市下京区麩屋町通四条下る奈良物町359 075-211-9566 10:00-22:00 無休



松本清 京都新京極店 京都府京都市中京区新京極通蛸薬師上る東側町503-17 075-241-6311 10:00-22:30 無休
松本清 京都三条河原町店 京都市中京区河原町通三条下る大黒町32 075-253-6117 10:00-22:30 無休
松本清 京都四条河原町店 京都府京都市下京区四条通小橋東入橋本町103-2 075-253-6160 10:00-22:30 無休
松本清 コトクロス四条河原町店 京都府京都市下京区四条通河原町北東角　コトクロス阪急河原町1F075-253-6580 10:00-22:00 無休
松本清 京都タワー店 京都府京都市下京区烏丸七条下る東塩小路町７２１番地の１ 075-353-5518 10:00-22:30 無休
松本清 京都駅八条口店 京都府京都市下京区東塩小路高倉町8-3 アスティ京都１F 075-662-1021 9:00-22:00 無休
松本清 京都アバンティ店 京都府京都市南区東九条西山王町31 075-681-3501 10:00-21:00 無休
松本清 近江町店 石川県金沢市青草町88 近江町いちば館内 076-221-1571 9:00-20:00 無休
松本清 金沢駅西口店 石川県金沢市木ノ新保町1-1 金沢百番街あんと西2F 076-261-0281 9:30-21:00（藥局 9:30-19:00） 無休
松本清 大額店 石川県金沢市大額3-263 076-296-7010

9:00-22:00 (藥局 一~五 9:00-13:00/14:00-18:30 六
9:00-13:00)

無休 （藥局 星期日&例假日)
松本清 とやマルシェ店 富山県富山市明輪町1-220 076-443-2332 8:30-20:30 無休
松本清 ドラッグストア和倉店 石川県七尾市石崎町香島1-26-1 0767-62-1085 9:00-22:00 無休
松本清 大津テラス店 滋賀県大津市打出浜14-30 077-525-6780 10:00-21:00 無休
松本清 ピエリ寺山店 滋賀県守山市今浜町2620-5 077-584-3205 10:00-21:00 無休
松本清 プリズム福井店 福井県福井市中央1-1-25 プリズム福井11210 マツモトキヨシ 0776-29-1320 9:00-21:00 無休
松本清 神戸元町店 兵庫県神戸市中央区元町通1-4-20 078-327-8575 9:30-22:00 元旦
松本清 三宮駅前店 兵庫県神戸市中央区北長狭通1-2-18　ステラ三宮ビル１F 078-335-0870 10:00-22:00 無休
松本清 プリコ神戸店 兵庫県神戸市中央区相生町3-1-1 プリコ神戸1F204号 078-361-2100 10:00-22:00 年間5日（不定期）
松本清 神戸元町中央店 兵庫県神戸市中央区元町通1-6-10 イクシマビル 078-392-8509 9:30-22:00 無休
松本清 プリコ西明石店 兵庫県明石市小久保2-7-20 078-928-6580 9:00-22:00 無休
松本清 姫路みゆき通り店 兵庫県姫路市駅前町347 079-222-0037 9:00-20:00 元旦
松本清 ピオレ姫路店 兵庫県姫路市豆腐町222　ピオレごちそう館内 079-226-2720 8:00-21:00 無休
松本清 姫路駅前店 兵庫県姫路市駅前町232 079-288-1161 9:00-21:00 無休
松本清 西条駅店 広島県東広島市西条町西条本町12-3（JR西条駅） 082-493-5150 10:00-20:00 無休
松本清 アルパーク店 広島県広島市西区草津新町2-26-1 アルパーク東棟B1F 082-501-1057 10:00-20:00 無休
松本清 広島金座街店 広島県広島市中区堀川町6-11 082-545-7211 10:00-21:00 無休
松本清 広島駅ビルアッセ店 広島県広島市南区松原町2-37 082-567-6866 8:30-21:00 元旦
松本清 エキエ広島店 広島県広島市南区松原町1-2 IV-103 082-568-1830 9:00-21:00 無休
松本清 グラノード広島店 広島県広島市東区二葉の里3-5-7 1F 101区画 082-568-5566 10:00-20:00 無休
松本清 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ　ｼｰﾓｰﾙ店 山口県下関市竹崎町4-4-8シーモール1F122号 083-235-1711 10:00-20:00 無休
松本清 福山駅店 広島県福山市三之丸町30-1 084-926-6557 9:00-21:00 無休
松本清 岡山駅Ｂ－１店 岡山県岡山市北区駅元町1-1JR西日本駅構内 086-233-3055 8:00-22:00 無休

松本清 平和町店 岡山県岡山市北区平和町5-1 086-235-8855
7:00-24:00 (藥局:一二五 9:00～19:00 四六 9:00～18:00
三 9:00～20:00)

無休 (藥局:星期日&例假日)

松本清 岡山駅東口店 岡山県岡山市北区駅前町1-1-21 086-803-5377 7:30-23:00 無休
松本清 高松丸亀町店 香川県高松市丸亀町10-1 087-823-1360 10:00-21:00 無休
松本清 ウイングポート店 香川県高松市香川町大野916-1 087-864-7880 9:30-20:00 無休
松本清 徳島駅クレメントプラザ店 徳島県徳島市寺島本町西1-61 088-655-6026 10:00-20:00 無休
松本清 帯屋町店 高知県高知市帯屋町1-10-14 088-826-6210 9:00-21:00 元旦
松本清 松山大街道店 愛媛県松山市大街道1-4-12 089-915-3151 9:00-22:00 元旦
松本清 松山銀天街店 愛媛県松山市湊町4-4-4 089-934-3007 9:00-22:00 元旦
松本清 ドラッグストア壱岐店 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触28-10 0920-48-0777 9:00-24:00 無休
松本清 厳原店 長崎県対馬市厳原町今屋敷674 0920-53-5225 8:30-23:00 無休
松本清 対馬店 長崎県対馬市美津島町鶏知乙520-17 0920-54-5455 9:00-23:00 無休
松本清 大浦バリュー店 長崎県対馬市上対馬町大浦61-1 0920-88-9600 9:00-22:00 無休
松本清 キャナルシティ博多店 福岡県福岡市博多区住吉1-2-25　キャナルシティビジネスセンタービルＢ1Ｆ092-262-0707 9:00-22:30 無休
松本清 ドラッグストア上川端店 福岡県 福岡市 博多区 上川端町4-228 092-262-8733 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグＳキャナルシティ博多ノースビル店 福岡県福岡市博多区住吉1-2-1 092-263-5023 9:00-22:30 無休
松本清 ベイサイドプレイス博多店 福岡県福岡市博多区築港本町13-6 092-263-8991 10:00-20:00 無休
松本清 ドラッグストア博多住吉店 福岡県福岡市博多区住吉2-1-1 092-283-3131 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア前原店 福岡県糸島市浦志2-10-30 092-322-5132 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア福岡空港国際線ターミナル店 福岡県福岡市博多区大字青木739 092-432-2072 7:30-20:00 無休
松本清 ドラッグストア博多駅筑紫口店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-21 092-433-0122 8:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア博多駅前４丁目店 福岡県福岡市博多区博多駅前4-4-21 092-434-3030 8:00-23:00 無休
松本清 博多駅地下街店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街地下4 092-482-0010 9:00-22:00 無休
松本清 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ野間店 福岡県福岡市南区野間4-2-5 092-512-0676 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア向新町店 福岡県福岡市南区向新町1-14-35 092-541-4541 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア塩原店 福岡県福岡市南区塩原1-20-24 092-557-2590 9:00-24:00 無休
松本清 花畑店 福岡県福岡市南区花畑4-9-12 092-565-0550 10:00-22:00 1/1-1/2
松本清 ドラッグストア宝町店 福岡県春日市伯玄町2-12 092-592-9870 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア下和白店 福岡県福岡市東区和白丘3-4-33 092-608-3949 9:00-25:00 無休
松本清 和白店 福岡県福岡市東区塩浜1-1-9 092-608-7616 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア松島店 福岡県福岡市東区松島1-42-35 092-629-6463 9:00-24:00 無休
松本清 えきマチ１丁目吉塚駅店 福岡県福岡市博多区吉塚本町13-28 092-642-1205 9:00-23:00 無休
松本清 えきマチ１丁目千早駅店 福岡市東区千早4-93-2-102 092-663-5531 8:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストアＢＲＡＮＣＨ福岡下原店 福岡県福岡市東区下原4-2-1 092-663-5641 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア六本松店 福岡県福岡市中央区草香江2-1-40 092-717-3277 9:00-24:00 無休
松本清 マツモトキヨシ天神地下街東２番街店 福岡県福岡市中央区天神2 地下3号-307 092-732-5353 9:00-22:30 無休
松本清 ミーナ天神店 福岡県福岡市中央区天神4-3-8 092-741-0230 10:00-21:00 元旦
松本清 天神２丁目店 福岡県福岡市中央区天神2-3-4 092-741-8651 9:00-23:00 無休
松本清 天神地下街店 福岡県福岡市中央区天神2 地下1号-025 092-741-9511 9:00-22:30 元旦
松本清 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ今宿店 福岡県福岡市西区今宿2-11-8 092-807-6211 9:00-24:00 無休
松本清 西新５丁目店 福岡県福岡市早良区西新5-1-9 092-846-5600 9:00-22:00 無休
松本清 次郎丸店 福岡県福岡市早良区次郎丸2-14-36 092-873-8663 9:00-24:00 無休
松本清 マリノアシティ福岡店 福岡県福岡市西区小戸2-12-30 2F M203号 092-883-7707 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア西鉄二日市駅店 福岡県筑紫野市二日市中央6-1-2 092-918-4701 7:00-22:30 無休
松本清 ドラッグストアゆめタウン南行橋店 福岡県行橋市北泉3-3-3 0930-26-1201 9:00-22:00 無休



松本清 ドラッグストア行橋店 福岡県行橋市西宮市2-1-21 0930-26-4187 9:00-23:00 無休
松本清 サニーサイドモール小倉店 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10-1 093-474-2561 二六 9:00-22:00 日一三四五 10:00-22:00 無休
松本清 小倉駅南口店 福岡県北九州市小倉北区京町2-4-27 093-522-8211 7:00-24:00 無休
松本清 魚町銀天街店 福岡県北九州市小倉北区魚町1-3-7 093-533-2210 9:00-22:30 無休
松本清 リバーウォーク北九州デコシティ店 福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1-50 093-562-3178 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア西小倉店 福岡県北九州市小倉北区竪町2-3-15 093-562-6010 9:30-22:00 無休
松本清 スピナガーデン大手町店 福岡県北九州市小倉北区大手町12-4 093-571-1017 9:00-22:00 1/1-1/2
松本清 ドラッグストア上の原店 福岡県北九州市八幡西区上の原3-31-8 093-614-8080 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストアコムシティ店 福岡県北九州市八幡西区黒埼3-15-3 093-632-8522 8:00-22:00 無休
松本清 マツモトキヨシ 折尾店 福岡県北九州市八幡西区大浦2-4-18 093-691-7199 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア一枝店 福岡県北九州市戸畑区一枝3-2-1 093-873-2700 9:30-22:00 無休
松本清 ドラッグストアレガネットガーデン福津店 福岡県福津市宮司2-1-12 0940-52-7788 9:30-23:00 無休
松本清 ドラッグストアフレスポ鳥栖店 佐賀県鳥栖市本鳥栖町537-1 0942-87-7200 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストア平戸店 長崎県平戸市築地町568-1 0950-26-0570 9:00-24:00 無休
松本清 本庄店 佐賀県佐賀市本庄町本庄1160 0952-41-5885 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア四ヶ町店 長崎県佐世保市本島町4-26 0956-24-4844 9:00-22:00 無休
松本清 クロスガーデン広田店 長崎県佐世保市広田4-4-3 0956-38-2285 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア山祇店 長崎県佐世保市山祇町329-6 0956-46-5031 8:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア松浦店 長崎県松浦市志佐町里免339-1 0956-73-0150 9:00-23:00 無休
松本清 江迎店 長崎県佐世保市江迎町三浦39-1 0956-73-1488 9:00-23:00 無休
松本清 高来店 長崎県諫早市高来町三部壱262-4 0957-34-8383 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストアララプレイス愛宕店 長崎県長崎市愛宕4-18-20 095-811-3103 9:30-22:00 無休
松本清 ドラッグストア出島店 長崎県長崎市出島町14-7 095-824-7522 9:00-22:00 無休
松本清 浜の町店 長崎県長崎市浜町4-9 095-826-3551 9:00-22:00 無休
松本清 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ　中園店 長崎県長崎市中園町10-3 095-841-9510 9:00-22:00 無休
松本清 みらい長崎ココウォーク店 長崎県長崎市茂里町1-55 095-848-8151 9:30-22:00 無休
松本清 葉山店 長崎県長崎市葉山1-28-15 095-855-9103 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア西海店 長崎県西海市西彼町小迎郷1036-1 0959-37-7020 8:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア浦桑店 長崎県南松浦郡新上五島町浦桑郷3-1 0959-43-6455 8:00-24:00 無休
松本清 大波止店 長崎県五島市東浜町3-1-1 0959-75-0723 8:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア黒髪店 熊本県熊本市中央区薬園町10-4 096-215-0133 9:00-25:00 無休
松本清 ドラッグストアイオンタウン西熊本店 熊本県熊本市南区島町3-1-1 096-311-3050 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア上熊本駅通店 熊本県熊本市西区上熊本2-16-17 096-312-3825 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストアサクラマチ熊本店 熊本県熊本市中央区桜町3-10 096-312-5510 8:00-22:00 無休
松本清 ベスト電器熊本下通店 熊本県熊本市中央区下通2-2-31 096-324-6162 10:00-21:00 元旦
松本清 ドラッグストア八代店 熊本県八代市田中町459-2 0965-33-7893 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア一の宮店 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2005 0967-35-4510 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストアイオンタウン荒尾店 熊本県荒尾市原万田字八反田630-1 0968-62-3461 9:00-22:00 無休
松本清 佐伯店 大分県佐伯市池田2080 0972-20-3177 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア花高松店 大分県大分市花高松1-2-8 097-503-1272 9:00-23:00 無休
松本清 パークプレイス大分店 大分県大分市公園通り西2-1 097-520-7827 10:00-21:00 無休
松本清 セントポルタ中央町店 大分県大分市中央町1-1-11 097-534-4455 9:00-23:00 無休
松本清 アクロスプラザ大分駅南店 大分県大分市東大道1-3-1 097-573-6899 7:00-23:00 無休
松本清 フレスポ春日浦店 大分県大分市王子北町5-9 097-573-8222 9:00-22:00 無休
松本清 日出店 大分県速見郡日出町3244-1 0977-28-1919 9:00-23:00 無休
松本清 杵築店 大分県杵築市杵築北浜665-618 0978-64-0870 9:30-21:00 無休
松本清 ドラッグストア マツモトキヨシ イオンモール三光 店大分県中津市三光佐知1032 0979-27-7676 10:00-21:00 無休
松本清 ドラッグストアフレスポ中津北店 大分県中津市大字大新田290-1-2 0979-85-0900 9:00-21:00 無休
松本清 東江店 沖縄県名護市東江1-2-13 0980-53-3320 9:00-23:00 無休
松本清 為又シティ店 沖縄県名護市字為又904-5 098-053-3966 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア日知屋店 宮崎県日向市日知屋3379-48 0982-54-4731 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストアえびの店 宮崎県えびの市大字向江208-1 0984-37-3287 8:30-22:00 無休
松本清 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ和知川原店 宮崎県宮崎市大橋2-214 0985-28-6208 9:00-24:00 無休
松本清 一番街店 宮崎県宮崎市中央通2-25 0985-31-7643 9:00-26:00 無休
松本清 ドラッグストア江平店 宮崎県宮崎市江平町1-3-3 0985-35-7538 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア小松台店 宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1091-1 0985-48-3115 9:00-24:00 無休
松本清 南宮崎店 宮崎県宮崎市大淀3-4-30 0985-59-3363 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア柳丸店 宮崎県宮崎市柳丸町135-1 0985-60-6810 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア花ヶ島店 宮崎県宮崎市花ヶ島町小物町2664 0985-61-7634 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア大坪店 宮崎県宮崎市大坪町西六月2202-1 0985-63-0373 8:30-24:00 無休

松本清 三原店 沖縄県那覇市三原1-13-1 098-835-4888
9:00-24:00（藥局:一二四五 9:00-13:00 14:00-18:00 三
六9:00-13:00）

無休(藥局:星期日&例假日)

松本清 きょうはら店 沖縄県那覇市鏡原町35-24 098-857-3328 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア高良店 沖縄県那覇市高良3-2-23 098-858-3200 9:00-23:00 無休
松本清 久米店 沖縄県那覇市久米2-16-46 098-860-4411 9:00-23:00 無休
松本清 あさと国際通り店 沖縄県那覇市安里1-3-13 098-865-3500 10:00-22:00 無休
松本清 浦添西海岸パルコシティ店 沖縄県浦添市西洲3-1-1 098-871-1102 9:00-23:00 無休
松本清 マチナトシティ店 沖縄県浦添市字城間2008-1 098-879-4160 9:00-23:00 無休
松本清 豊見城店 沖縄県豊見城市宜保3-6-2 098-891-6401 9:00-24:00 無休
松本清 宜野湾長田店 沖縄県宜野湾市長田4-3-11 098-896-1506 9:00-24:00 無休
松本清 宜野湾コンベンションシティ店 沖縄県宜野湾市字宇地泊558-10 098-897-3420 9:00-23:00 無休
松本清 北谷はまがわ店 沖縄県中頭郡北谷町字宮城1-37 098-926-0374 9:00-23:00 無休
松本清 ハンビータウン店 沖縄県中頭郡北谷町北前1-2-3 098-926-3340 9:00-23:00 無休
松本清 中の町店 沖縄県沖縄市胡屋2-1-56　サンエー中の町タウン3F 098-932-2322 9:00-22:00 無休
松本清 大湾シティ店 沖縄県中頭郡読谷村大湾343 098-956-3255 9:00-23:00 無休
松本清 しおざきシティ店 沖縄県糸満市潮崎町2-2 098-992-8885 9:00-23:00 無休
松本清 八重瀬シティ店 沖縄県島尻郡八重瀬町字屋宜原99-1 098-998-3120 9:00-23:00 無休



松本清 ドラッグストア紫原店 鹿児島県鹿児島市紫原4-1-1 099-213-0301 9:00-24:00 無休
松本清 天文館本通り店 鹿児島市東千石町13-12 099-216-3328 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア天文館なや通り店 鹿児島県鹿児島市中町6‐1 099-216-6011 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア下荒田店 鹿児島県鹿児島市下荒田4-1-22 099-252-4232 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア原良店 鹿児島県鹿児島市原良1-7-10 099-255-6689 9:00-24:00 無休
松本清 武町店 鹿児島県鹿児島市武1-14-10 099-257-6531 8:00-24:00 無休
松本清 オプシアミスミ店 鹿児島県鹿児島市宇宿2-3-5 099-259-0322 10:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア坂之上店 鹿児島県鹿児島市光山2-2-26 099-261-2533 9:00-24:00 無休
松本清 和田店 鹿児島県鹿児島市和田1-2-1 099-263-1221 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア宇宿店 鹿児島県鹿児島市宇宿9-1-7 099-275-8263 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストアピュアタウン武岡店 鹿児島県鹿児島市武岡1-115-5 099-282-8166 9:00-23:00 無休
松本清 ドラッグストア花棚店 鹿児島県鹿児島市吉野2-28-16 099-295-8820 9:00-24:00 無休
松本清 指宿店 鹿児島県指宿市西方1491-1 0993-27-9955 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア枕崎店 鹿児島県枕崎市桜木町418 0993-72-7818 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア鹿屋大手町店 鹿児島県鹿屋市大手町7-20 0994-40-7371 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア鹿屋店 鹿児島県鹿屋市白崎町6501-2 0994-44-5818 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストアフレスポ国分店 鹿児島県霧島市国分広瀬2-4-1 0995-47-6580 9:00-22:00 無休
松本清 ドラッグストア加治木錦江店 鹿児島県姶良市加治木町木田57-1 0995-64-3577 9:00-23:00 無休
松本清 朝日町店 鹿児島県奄美市名瀬朝日町3-5 0997-56-9000 9:00-24:00 無休
松本清 塩浜店 鹿児島県奄美市名瀬塩浜町4-13 0997-57-6155 9:00-24:00 無休
松本清 平田店 鹿児島県奄美市名瀬真名津町16-1 0997-57-7701 9:00-24:00 無休

松本清 瀬戸内店 鹿児島県大島郡瀬戸内町大字古仁屋字下間原15-1 0997-73-7117 8:30-23:00 無休

松本清 ドラッグストア亀津店 鹿児島県大島郡徳之島町亀津7382 0997-81-1355 9:00-24:00 無休
松本清 ドラッグストア大野モール店 長崎県佐世保市瀬戸越4-6-1 9:00-23:00 元旦

2019年/2020年
日本例假日

2020年1月1日 元日
2020年1月13日 成人の日
2020年2月11日 建国記念の日
2020年2月23日 天皇誕生日
2020年2月24日 振替休日
2020年3月20日 春分の日
2020年4月29日 昭和の日
2020年5月3日 憲法記念日
2020年5月4日 みどりの日
2020年5月5日 こどもの日
2020年5月6日 振替休日
2020年7月23日 海の日
2020年7月24日 スポーツの日
2020年8月10日 山の日
2020年9月21日 敬老の日
2020年9月22日 秋分の日
2020年11月3日 文化の日
2020年11月23日 勤労感謝の日


