
■北海道エリア ※販売対応時間・夜間休日対応時間については営業時間に準じます。在庫状況は直接店舗にお問い合わせください。 2022/8/1現在

薬局名 住所 電話 ＦＡＸ 営業時間 URL

白石メディカル薬局 〒003-0023
北海道札幌市白石区南郷通1丁目北1-1ST相

馬ビル1F
011-865-4322 011-865-4725

【月・水・金】8:00～18:00

【火・木】　8:00～19:00

【土】8:00～14:00

https://unismile.co.jp/shop/shiroishi/

ユーアイ調剤薬局 〒063-0061 北海道札幌市西区西町北8丁目2-24 011-662-2772 011-662-9456
【月～金】9:00～17:00

【土】9:00～12:30
https://unismile.co.jp/shop/yuaichozai/

新札幌中央薬局 〒004-0052
北海道札幌市厚別区厚別中央2条4丁目9番15

号
011-895-1781 011-895-1752

【月・火・水・金】9:00～20:00

【木】9:00～18:30

【土】9:00～14:30

https://unismile.co.jp/shop/shinsapporo/

セントラルファーマシー 〒004-0051
北海道札幌市厚別区厚別中央1条6丁目2-15

新札幌センタービル1F
011-891-7177 011-892-9968

【月・火・木・金】9:00～20:00

【水・土】9:00～17:00
https://unismile.co.jp/shop/central/

西札幌中央薬局 〒063-0061
北海道札幌市西区西町北7-2-11第3イースト

ビル
011-667-8701 011-667-8702

【月】9:00～22:00

【水】8:30～17:30

【火・木・金】8:30～22:00

【土】8:30～17:00

https://unismile.co.jp/shop/nishisapporo/

ユーアイファーマシー 〒080-0010 北海道帯広市大通南13丁目17番地 0155-23-0003 0155-23-0006
【月・火・水・金】8:45～17:30

【木・土】8:45～12:45
https://unismile.co.jp/shop/yuai/

やまと調剤薬局 〒080-0026 北海道帯広市西16条南1丁目7番10号 0155-41-8931 0155-58-3831
【月・火・水・金】9:00～18:00

【木・土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/yamato/

さわら調剤薬局 〒049-2222 北海道茅部郡森町砂原1丁目30番62 01374-8-4055 01374-8-4057
【月~金】9:30～17:00

【土】9:00～12:30
https://unismile.co.jp/shop/sawara/

いしかわ調剤薬局 〒041-0802 北海道函館市石川町331番地23 0138-47-5380 0138-47-5370
【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/ishikawa/



■東北エリア ※販売対応時間・夜間休日対応時間については営業時間に準じます。在庫状況は直接店舗にお問い合わせください。 2022/8/1現在

薬局名 住所 電話 ＦＡＸ 営業時間 URL

宮城県

ファーコス薬局　ハーブ 〒981-1103 宮城県仙台市太白区中田町字前沖163-11 022-306-3644 022-306-3645 【月～金】8:30～17:30 https://unismile.co.jp/shop/herb/

ファーコス薬局　広瀬通り 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-11-23太田ビル 022-227-4944 022-222-5391

【月】9:00～17:30

【火～金】9:00～19:00

【土】9:00～14:00

https://unismile.co.jp/shop/hirosedori/

山形県

ファーコス薬局　あすなろ 〒991-0003 山形県寒河江市大字西根字下堰507 0237-77-6580 0237-77-6581
【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～12:30
https://unismile.co.jp/shop/asunaro/

ファーコス薬局　あんず 〒990-0505 山形県寒河江市大字白岩230 0237-83-2280 0237-87-1770
【月・火・木・金】9:00～18:00

【水・土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/anzu/

エムハート薬局 北やまがた店 〒990-0824 山形県山形市肴町3-39 023-647-6430 023-647-6431
【月・火・水・金】9:00～18:15

【木・土】9:00～13:15
https://unismile.co.jp/shop/kitayamagata/

ファーコス薬局　うわまち 〒990-2483 山形県山形市上町3-11-6 023-646-2293 023-646-2294
【月・火・水・金】9:00～18:30

【土】9:00～18:00
https://unismile.co.jp/shop/uwamachi/

ファーコス薬局　まいづる 〒994-0025 山形県天童市鎌田本町3-6-23 023-653-0081 023-653-0082
【月～金】9:00～18:30

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/maiduru/

ファーコス薬局　あいのもり 〒992-0351 山形県東置賜郡高畠町高畠渋作299-10 0238-51-0017 0238-51-0018
【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/ainomori/

福島県

ファーコス薬局　メロディー 〒963-8053 福島県郡山市八山田西三丁目16番地 024-927-5455 024-933-7971
【月・火・水・金】8:30～18:00

【木・土】8:30～13:00
https://unismile.co.jp/shop/melody/

ファーコス薬局　めぐみ北 〒961-0062 福島県白河市外薄葉17-5 0248-21-1887 0248-27-6122
【月・火・木・金・土】9:00～18:00

【水】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/megumikita/

ファーコス薬局　めぐみ 〒961-0092 福島県白河市六反山10-26 0248-31-2101 0248-31-2102 【月～土】9:00～18:00 https://unismile.co.jp/shop/megumi/

ファーコス薬局　白河 〒961-0092 福島県白河市六反山10-36 0248-27-1185 0248-27-1205 【月～土】8:30～17:30 https://unismile.co.jp/shop/shirakawa/

ファーコス薬局　福島駅前 〒960-8031 福島県福島市栄町6-6ユニックスビル 024-524-1355 024-524-1331
【月～金】9:00～18:30

【土】9:00～17:00

https://unismile.co.jp/shop/fukushimaekima

e/

ファーコス薬局　渡利 〒960-8141 福島県福島市渡利字椚町25-4 024-528-0666 024-528-0677
【月～金】9:00～18:30

【土】9:00～12:30
https://unismile.co.jp/shop/watari/

ファーコス薬局　東中央 〒960-8071 福島県福島市東中央2-2-2 024-533-2660 024-533-2677
【月・火・水・金】9:00～18:30

【木・土】9:00～17:00
https://unismile.co.jp/shop/higashichuo/



■北関東・新潟エリア ※販売対応時間・夜間休日対応時間については営業時間に準じます。在庫状況は直接店舗にお問い合わせください。 2022/8/1現在

薬局名 住所 電話 ＦＡＸ 営業時間 URL

群馬県

ファーコス薬局　しょうわ 〒372-0014 群馬県伊勢崎市昭和町1687-6 0270-40-5717 0270-23-9222

【月・火・水・金】9:00～18:30

【木】9:00～17:00

【土】9:00～18:00

https://unismile.co.jp/shop/showa/

ファーコス薬局　うえき町 〒372-0013 群馬県伊勢崎市上植木本町2646-57 0270-21-7216 0270-21-9498 【月・火・木・金・土】9:00～18:00 https://unismile.co.jp/shop/uekimachi/

ファーコス薬局　南千木 〒372-0033 群馬県伊勢崎市南千木町5216-2 0270-50-4020 0270-32-1580
【月・火・木・金】9:00～18:45

【土】9:00～17:15
https://unismile.co.jp/shop/minamisengi/

ファーコス薬局　伊勢崎 〒372-0033 群馬県伊勢崎市南千木町5225-6 0270-27-5612 0270-27-5613
【月・火・木・金】9:00～18:00

【土】9:00～12:00
https://unismile.co.jp/shop/isesaki/

ファーコス薬局　アイキュー 〒372-0033 群馬県伊勢崎市南千木町5226-11 0270-40-4455 0270-40-4456 【月・火・水・金・土】9:00～18:00 https://unismile.co.jp/shop/aikyu/

ファーコス薬局　アクア 〒372-0812 群馬県伊勢崎市連取町1513-1 0270-21-8931 0270-21-8985
【月・火・木・金】9:00～18:00

【土】9:00～17:00
https://unismile.co.jp/shop/aqua/

ファーコス薬局　あしなか 〒376-0011 群馬県桐生市相生町1-628-13 0277-40-2580 0277-40-2581
【月・火・木・金】9:00～18:00

【水・土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/ashinaka/

ファミリー調剤薬局 〒376-0034 群馬県桐生市東5-371 0277-40-1380 0277-40-1381
【月・火・木・金・土】9:00～19:00

【水】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/family/

ファーコス薬局　羽根尾 〒377-1307
群馬県吾妻郡⾧野原町大字羽根尾字暮坪713-

4
0279-83-8300 0279-82-3300

【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～14:00
https://unismile.co.jp/shop/haneo/

ファーコス薬局　ほほえみ 〒377-1525 群馬県吾妻郡嬬恋村大字西窪字前河原655-2 0279-80-2220 0279-97-1133
【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/hohoemi/

ファーコス薬局　井出 〒370-3534 群馬県高崎市井出町1548-18 027-360-6001 027-373-8009
【月・火・木・金】8:45～18:00

【土】8:45～13:00
https://unismile.co.jp/shop/ide/

エムハート薬局 高崎インター店 〒370-0018 群馬県高崎市新保町1376-4 027-360-5030 027-352-7030

【月・火・水・金】9:00～18:30

【木】9:00～12:30

【土】9:00～17:00

https://unismile.co.jp/shop/takasaki/

ファーコス薬局　あゆみ 〒370-0849
群馬県高崎市八島町２２２高崎ターミナルビ

ル西口１F
027-321-3781 027-321-3782

【月～金】9:00～18:30

【土】9:30～14:00
https://unismile.co.jp/shop/ayumi/

ファーコス薬局　けやき 〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町697-5 027-364-6601 027-364-6602
【月～金】8:45～18:30

【土】8:45～13:30
https://unismile.co.jp/shop/keyaki/

ファーコス薬局　玉村 〒370-1135 群馬県佐波郡玉村町大字板井105-4 0270-65-8515 0270-64-4794 【月～土】9:00～18:15 https://unismile.co.jp/shop/tamamura/

ファーコス薬局　アイビー 〒377-0008 群馬県渋川市渋川1591-4 0279-23-8159 0279-23-8130
【月・火・木・金】8:30～18:00

【水・土】8:30～12:30
https://unismile.co.jp/shop/ivy/

ファーコス薬局　おぎくぼ 〒371-0001 群馬県前橋市荻窪町1200-3 027-260-3130 027-269-0206
【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/ogikubo/

アリス調剤薬局 〒371-0222 群馬県前橋市上大屋町39-3 027-280-2030 027-280-2031 【月・火・水・土・日】9:00～18:00 https://unismile.co.jp/shop/alicechozai/

エムハート薬局 はこだ店 〒371-0837 群馬県前橋市箱田町393-9 027-280-5727 027-252-1561
【月・火・水・金】9:00～17:30

【木・土】9:00～12:00
https://unismile.co.jp/shop/hakoda/



■北関東・新潟エリア ※販売対応時間・夜間休日対応時間については営業時間に準じます。在庫状況は直接店舗にお問い合わせください。 2022/8/1現在
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ステラ薬局　前橋店 〒379-2115 群馬県前橋市笂井町76-1 027-289-3720 027-289-3723
【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00

https://unismile.co.jp/shop/stellamaebashi/

ファーコス薬局　太田 〒373-0032 群馬県太田市新野町971-3 0276-33-8007 0276-32-1510
【月・火・水・金】9:00～19:00

【木・土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/ota/

ファーコス薬局　まちなか 〒373-0033 群馬県太田市西本町57-17大智ビル1F 0276-30-4085 0276-30-4086
【月・火・木・金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/machinaka/

ほんまち薬局 〒379-2304 群馬県太田市大原町536-18 0277-78-8716 0277-78-7118

【月・火・水・金】9:00～18:00

【木】14:00～17:30

【土】9:00～12:30

https://unismile.co.jp/shop/honmachi/

アクト調剤薬局 〒379-2301 群馬県太田市薮塚町1507-1 0277-79-0790 0277-79-0791
【月・火・木・金】9:00～18:00

【水・土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/act/

ファーコス薬局　せせらぎ 〒370-1401 群馬県藤岡市⿁石145-1 0274-50-3077 0274-50-3078
【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/seseragi/

ファーコス薬局　よしおか 〒370-3605 群馬県北群馬郡吉岡町大字北下1126-10 0279-70-8070 0279-70-8088
【月・火・木・金】9:00～18:30

【水・土】9:00～12:30
https://unismile.co.jp/shop/yoshioka/

栃木県

エムハート薬局 かいどう店 〒321-0971 栃木県宇都宮市海道町153-9 028-683-3003 028-683-3007
【月・火・水・金】9:00～18:00

【土】9:00～12:00
https://unismile.co.jp/shop/kaidou/

ファーコス薬局　くじら 〒320-0041 栃木県宇都宮市松原2-7-25 028-600-5751 028-600-5752

【月・火・水・金】9:00～18:00

【木】9:00～17:00

【土】9:00～13:00

https://unismile.co.jp/shop/kujira/

ファーコス薬局　ありす 〒321-0981 栃木県宇都宮市上野町7002-4 028-683-1606 028-683-1607
【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～12:00
https://unismile.co.jp/shop/alice/

エムハート薬局 壬生おちあい店 〒321-0218 栃木県下都賀郡壬生町落合2-12-2 0282-81-1585 0282-81-1586 【月・火・水・金・土】9:00～18:00 https://unismile.co.jp/shop/otiai/

ファーコス薬局　のぎ 〒329-0111 栃木県下都賀郡野木町丸林420-6 0280-54-4141 0280-57-3118
【月・火・水・金・土】9:00～18:00

【木】9:00～17:00
https://unismile.co.jp/shop/nogi/

ファーコス薬局　かもめ 〒327-0835 栃木県佐野市植下町2470-1 0283-27-2312 0283-27-2313

【月・金・土・日・祝】9:00～18:30

【火】9:00～13:00

【第2・4木曜日】9:00～18:30

※第1・第3木曜日　休業

https://unismile.co.jp/shop/kamome/

エムハート薬局 朱雀店 〒327-0843 栃木県佐野市堀米町3947-14 0283-20-1320 0283-21-4770

【月・水・木】8:15～18:30

【火・金】8:15～17:30

【土】8:15～12:30

https://unismile.co.jp/shop/suzaku/

ファーコス薬局　おりひめ 〒326-0843 栃木県足利市五十部町284－13 0284-21-8611 0284-21-8618

【月～金】9:00～19:00

【第1・3・5土曜日】9:00～14:00

※第2・4土曜日　休業

https://unismile.co.jp/shop/orihime/
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鹿島中央薬局 〒326-0844 栃木県足利市鹿島町500-3 0284-65-0301 0284-65-0302
【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～17:00
https://unismile.co.jp/shop/kashima/

ファーコス薬局　レインボー 〒326-0045 栃木県足利市千歳町66-2 0284-40-3385 0284-40-3386

【月・火・水・金】9:00～18:00

【木・土】9:00～13:00

※第3土曜日　休業

https://unismile.co.jp/shop/rainbow/

ファーコス薬局　こばと 〒326-0824 栃木県足利市八幡町1-7-2 0284-72-5511 0284-70-6210
【月・火・木・金】9:00～18:30

【土】9:00～16:00
https://unismile.co.jp/shop/kobato/

ファーコス薬局　くろばね 〒324-0242 栃木県大田原市大豆田457-1 0287-53-0201 0287-54-3441
【月・火・水・木・土】9:00～17:30

【金】9:00～12:30
https://unismile.co.jp/shop/kurobane/

エムハート薬局 いわふね店 〒329-4307 栃木県栃木市岩舟町静5134-7 0282-54-3135 0282-55-6120
【月・火・水・金】9:00～18:30

【土】9:00～17:30
https://unismile.co.jp/shop/iwafune/

ファーコス薬局　片柳 〒328-0053 栃木県栃木市片柳町4-15-29 0282-23-6818 0282-23-6820

【月・火・水・金】9:00～18:30

【木】9:00～17:00

【土】9:00～13:00

https://unismile.co.jp/shop/katayanagi/

ファーコス薬局　すまいる 〒329-3156 栃木県那須塩原市方京1-6-1 0287-65-4440 0287-65-4441
【月～金】9:00～17:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/smile/

ファーコス薬局　せのお 〒321-1264 栃木県日光市瀬尾498-3 0288-22-8515 0288-22-8517
【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～12:30
https://unismile.co.jp/shop/senoo/

新潟県

ファーコス薬局　かもやま 〒959-1387 新潟県加茂市高須町1-6-14 0256-53-3917 0256-53-3927
【月・火・木・金】9:00～18:30

【水・土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/kamoyama/

ファーコス薬局　ひだまり 〒955-0071 新潟県三条市本町5-3-25 0256-36-1811 0256-36-1812 【月～金】9:00～18:30 https://unismile.co.jp/shop/hidamari/

市民調剤薬局　亀田向陽店 〒950-0121 新潟県新潟市江南区亀田向陽1-3-55 025-382-1551 025-382-1561

【月・火・水・金】9:00～19:00

【木】9:00～17:30

【土】9:00～13:00

https://unismile.co.jp/shop/kamedakoyo/

みゆき町薬局 〒956-0023 新潟県新潟市秋葉区美幸町2-3-21 0250-21-4800 0250-21-4811

【月・火・水・金】8:30～18:00

【木】8:30～16:30

【土】8:30～13:00

https://unismile.co.jp/shop/miyukicho/

市民調剤薬局　さかい店 〒950-2042 新潟県新潟市西区坂井932-11 025-264-7030 025-264-7031
【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/sakai/

調剤薬局 和光 〒950-2022 新潟県新潟市西区小針7丁目10-12 025-231-1080 025-201-8458

【月・火・木・金】9:00～18:00

【水】9:00～17:00

【土】9:00～13:00

https://unismile.co.jp/shop/wako/

市民調剤薬局　とやの店 〒950-1151 新潟県新潟市中央区湖南24-3 025-211-3701 025-211-3702
【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/toyano/

市民薬局　女池上山店 〒950-0945 新潟県新潟市中央区女池上山2-14-28 025-283-6668 025-283-6669
【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00

https://unismile.co.jp/shop/meikekamiyama

/
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石山中央薬局 〒950-0841 新潟県新潟市東区中野山4丁目14番7号 025-288-1580 025-288-1581
【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/ishiyamachuo/

はまなす薬局 〒957-0117 新潟県北蒲原郡聖籠町諏訪山字聖籠山935-3 0254-27-2600 0254-27-2602 【月～金】9:00～17:15 https://unismile.co.jp/shop/hamanasu/
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茨城県

ファーコス薬局　プラス 〒314-0012 茨城県鹿嶋市平井1345-7 0299-83-4895 0299-83-1319
【月～金】9:00～18:30

【土】9:00～15:30
https://unismile.co.jp/shop/plus/

ひがしやま薬局 〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中1995-68 0299-83-1156 0299-83-1158
【月～金】9:00～18:30

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/higashiyama/

埼玉県

ファーコス薬局　入間 〒358-0054 埼玉県入間市野田435-1 04-2932-8121 04-2932-2041
【月・火・水・金】9:30～18:30

【土・日】9:30～12:30
https://unismile.co.jp/shop/iruma/

ファーコス薬局　くすのき台 〒359-0037
埼玉県所沢市くすのき台1-12-20第６西村ビ

ル1階
04-2996-0690 04-2996-1066

【月・火・水・金】8:30～19:00

【木】9:00～18:30【土】8:30～14:00
https://unismile.co.jp/shop/kusunokidai/

ファーコス薬局　北有楽町 〒359-1114 埼玉県所沢市北有楽町25-6 04-2925-8814 04-2925-2015
【月・火・水・金】9:00～18:15

【木】9:00～18:00【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/kitayuurakucyo/

ファーコス薬局　東狭山ヶ丘 〒359-1106 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘6-747-18 04-2929-8600 04-2929-8601 【月～土】8:30～17:30 https://unismile.co.jp/shop/sayama/

ステラ薬局 〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町5-7-19 04-2968-8912 04-2968-8913

【月・火・金】9:00～18:30

【水・木】9:00～12:00

【土】9:00～14:00

https://unismile.co.jp/shop/stella/

ファーコス薬局　みのり 〒347-0015 埼玉県加須市南大桑１４９５－４ 0480-65-0417 0480-65-0481
【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/minori/

ファーコス薬局　せがさき 〒330-0044 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎3-9-8 048-885-2683 048-885-2687 【月～木・土】9:00～18:00 https://unismile.co.jp/shop/segasaki/

ファーコス薬局　スミレ浦和 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-11-6 048-834-3571 048-823-7352
【月・火・水・金】9:00～18:30

【土】9:00～14:00
https://unismile.co.jp/shop/s-urawa/

ファーコス薬局　大宮 〒338-0007 埼玉県さいたま市中央区円阿弥7-12-8 048-859-8720 048-859-8721
【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～12:30
https://unismile.co.jp/shop/omiya/

ファーコス薬局　東大成 〒331-0814
埼玉県さいたま市北区東大成町2-80-1東和ビ

ル1F
048-661-2880 048-661-2881

【月～金】8:30～18:00

【土】8:30～13:00
https://unismile.co.jp/shop/higashionari/

ファーコス薬局　本郷 〒331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町372-3 048-782-8161 048-782-8162
【月・火・木・金】9:00～18:30

【土】9:00～16:00
https://unismile.co.jp/shop/hongo/

ファーコス薬局　二ツ宮 〒331-0065 埼玉県さいたま市西区二ツ宮419-10 048-620-3233 048-624-3299
【月～金】9:00～12:30、13:00～18:30

【土】9:00～12:30
https://unismile.co.jp/shop/futatsumiya/

ファーコス薬局　ふじみ野 〒356-0057
埼玉県ふじみ野市市沢2-8-17フォレストパー

ク103
049-261-1915 049-267-3753 【月・火・水・金・土】9:00～18:30 https://unismile.co.jp/shop/fujimino/

ファーコス薬局　つばめ 〒348-0052 埼玉県羽生市東7-7-9 048-562-7070 048-562-7071

【月・火・水・金】9:00～13:00、15:00～

18:00

【木・土】9:00～13:00

https://unismile.co.jp/shop/tsubame/

ファーコス薬局　スミレ川口 〒332-0005 埼玉県川口市新井町14-18 048-222-7177 048-222-7185
【月・火・水・金】9:00～19:00

【木・土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/kawaguchi/
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ファーコス薬局　みずき 〒332-0021
埼玉県川口市西川口2-2-10サンフローラ西川

口1階101
048-259-4387 048-259-4389

【月・火・水・金】9:00～18:30

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/mizuki/

ファーコス薬局　むさし上里 〒369-0301 埼玉県児玉郡上里町金久保53-27 0495-71-4007 0495-71-4008
【月・火・木・金】8:30～18:30

【水】8:30～12:30【土】8:30～17:30
https://unismile.co.jp/shop/kamisato/

ファーコス薬局　行田 〒361-0032 埼玉県行田市佐間2-16-36 048-550-1007 048-553-1009
【月・水・木・金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/gyoda/

たんぽぽ薬局 〒350-1114 埼玉県川越市東田町22-14 049-249-1771 049-249-1772
【月～金】9:00～13:00、15:00～18:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/tanpopo/

エムハート薬局 幸手南店 〒340-0156 埼玉県幸手市南2-6-11 0480-40-1133 0480-40-1144
【月・火・水・金】8:30～17:45

【木】8:30～16:30【土】8:30～12:00
https://unismile.co.jp/shop/satteminami/

神奈川県

⾧島薬局 〒239-0831 神奈川県横須賀市久里浜4-5-8 046-835-0636 046-835-1516
【月・火・木・金】8:30～19:00

【水】8:30～17:00【土】8:30～14:00
https://unismile.co.jp/shop/nagashima/

あずさ薬局 〒239-0807
神奈川県横須賀市根岸町2-31-13ナヴィール

北久里浜1F
046-837-4740 046-874-8185

【月～金】9:00～18:30

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/azusa/

ファーコス薬局　四季 〒241-0011 神奈川県横浜市旭区川島町1716 045-373-3036 045-373-3037
【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～14:00
https://unismile.co.jp/shop/shiki/

森が丘薬局 〒235-0024 神奈川県横浜市磯子区森が丘1-13-12 045-846-0806 045-846-0816
【月・火・木】8:45～18:30

【水】9:00～17:00【金】8:45～17:30
https://unismile.co.jp/shop/morigaoka/

文庫西口薬局 〒236-0042
神奈川県横浜市金沢区釜利谷東3-1-3金沢文

庫第２金井ビル１階
045-780-3225 045-780-3226

【月・水・金】9:00～19:00

【火・木】9:00～21:00
https://unismile.co.jp/shop/bunkonishiguchi/

ファーコス薬局　能見台 〒236-0053 神奈川県横浜市金沢区能見台通4-13 045-784-8557 045-788-3022
【月・火・水・金】9:00～19:00

【木・土】9:00～18:30
https://unismile.co.jp/shop/nokendai/

あけぼの薬局　原宿店 〒245-0063
神奈川県横浜市戸塚区原宿4-18-12サンス

テージ原宿Ａ棟
045-853-0300 045-853-0394

【月～金】9:00～18:30

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/harajuku/

あけぼの薬局　戸塚店 〒244-0802 神奈川県横浜市戸塚区平戸2-7-8 045-820-6461 045-820-6462
【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～12:00
https://unismile.co.jp/shop/totsuka/

丸山台薬局 〒233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台2-18-5 045-846-1314 045-846-0014
【月・火・木・金】9:00～19:00

【土】9:00～12:00
https://unismile.co.jp/shop/maruyamadai/

ウグイス薬局 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町2079 045-710-0551 045-710-0552
【月～土】9:00～19:00

【第１・３・５日曜日】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/uguisu/

あけぼの薬局　大倉山店 〒222-0003 神奈川県横浜市港北区大曽根1-16-5 045-533-1153 045-533-1154
【月・火・水・金】9:00～18:30

【木】9:00～18:00
https://unismile.co.jp/shop/okurayama/

かたくら薬局 〒221-0865 神奈川県横浜市神奈川区片倉1-16-10 045-481-6340 045-481-6342
【月・火・木・金】9:00～19:00

【水】9:00～17:00【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/katakura/

ファーコス薬局　カンナイ 〒231-0016
神奈川県横浜市中区真砂町2-12関内駅前第一

ビル
045-681-3962 045-681-3983

【月～金】9:00～19:00

【土】9:00～17:00
https://unismile.co.jp/shop/kannai/
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⾧者町薬局 〒231-0033
神奈川県横浜市中区⾧者町1-3-7⾧者町福神

ビル1F
045-251-7117 045-251-7125

【月・火・水・金】9:00～19:00

【木】9:00～17:00【土】9:00～16:00
https://unismile.co.jp/shop/chojamachi/

なかじま薬局貝の坂店 〒224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町104 045-929-1220 045-929-1335
【月・火・木・金】9:00～19:00

【水・土】9:00～17:00
https://unismile.co.jp/shop/kainosaka/

あけぼの薬局 〒232-0052
神奈川県横浜市南区井土ヶ谷中町156井土ヶ

谷ビル1階
045-721-1752 045-721-1753

【月～金】9:00～19:00

【土】9:00～14:00
https://unismile.co.jp/shop/akebono/

あけぼの薬局　浦舟店 〒232-0024
神奈川県横浜市南区浦舟町1-1-24メディカル

浦舟101
045-232-9182 045-232-9183 【月・火・水・金・土】9:00～18:00 https://unismile.co.jp/shop/urafune/

材木座ファーマシー 〒248-0013 神奈川県鎌倉市材木座1-6-36 0467-23-8916 0467-23-8912
【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/zaimokuza/

なかじま薬局茅ヶ崎店 〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町17-4 0467-58-6558 0467-58-6680

【月・火・水・金】9:00～18:30

【木】9:00～17:00

【土・日】9:00～18:00

https://unismile.co.jp/shop/chigasaki/

ハニー薬局 〒243-0812 神奈川県厚木市妻田北3-1-10 046-221-8805 046-221-9206
【月～金】9:00～18:30

【土】9:00～15:00
https://unismile.co.jp/shop/honey/

ファーコス薬局　かしの木 〒216-0003 神奈川県川崎市宮前区有馬3-13-5 044-857-3921 044-857-1319
【月～金】9:00～18:30

【土】9:00～17:30
https://unismile.co.jp/shop/kashinoki/

あおぞら薬局 〒213-0026 神奈川県川崎市高津区久末1893 044-741-2041 044-741-2043
午前／9:00～13:00

午後／13:00～19:00
https://unismile.co.jp/shop/m-aozora/

ファーコス薬局　中央 〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1-16-3 044-812-1223 044-844-7172
【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/chuo/

大島リーフ薬局 〒210-0834
神奈川県川崎市川崎区大島3-15-19川崎MM

ビル1F
044-201-7033 044-201-7203

【月・火・水・金】9:00～18:30

【木】9:00～17:00【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/oshimaleaf/

ファーコス薬局　川崎大島 〒210-0834 神奈川県川崎市川崎区大島5-13-6 044-200-8232 044-200-8233 【月～土】9:00～18:00 https://unismile.co.jp/shop/kawasakioshima/

ファーコス薬局　しらさぎ 〒210-0806
神奈川県川崎市川崎区中島1-15-12ライフコ

ム川崎1F
044-220-4412 044-222-5885

【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/shirasagi/

ファーコス薬局　たちばな 〒210-0806
神奈川県川崎市川崎区中島3-6-9フルールビ

ル1階
044-233-2221 0120-233-405

【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/tachibana/

なかじま薬局 〒210-0806
神奈川県川崎市川崎区中島3-9-1ローランド

ヒル1F
044-222-9445 044-222-9447

【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/nakajima/

東門前薬局 〒210-0812 神奈川県川崎市川崎区東門前1-13-8 044-287-2624 044-287-2621
【月・火・木・金】9:00～19:00

【水】9:00～17:00【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/higashimonzen/

やまぶき薬局　相模大野店 〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野7-6-13アリス

ソナーレ1F
042-701-8032 042-701-8033

【月・火・木・金】9:00～18:30

【土】9:00～14:30
https://unismile.co.jp/shop/sagamiono/

やまぶき薬局　高座渋谷店 〒242-0023 神奈川県大和市渋谷8-3-5 046-269-6644 046-269-7100
【月・水～土】9:00～18:00

【日】9:00～12:30
https://unismile.co.jp/shop/kozashibuya/

あけぼの薬局　辻堂店 〒251-0047 神奈川県藤沢市辻堂5-20-16 046-633-5366 046-633-5366
【月・火・水・金】8:30～18:30

【木・土】9:00～12:30
https://unismile.co.jp/shop/tsujido/
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江南薬局 〒259-1212 神奈川県平塚市岡崎4414-2 0463-58-1085 0463-58-6331
【月～木】9:00～18:30

【金】14:00～18:30【土】9:00～12:30
https://unismile.co.jp/shop/kounan/

千葉県

ファーコス薬局　こいと 〒299-1106 千葉県君津市中島267 0439-70-1125 0439-70-1126 【月～土】9:00～18:30 https://unismile.co.jp/shop/koito/

ファーコス薬局　あじさい 〒289-2241 千葉県香取郡多古町多古字九蔵490-5 0479-76-5423 0479-76-7346 【月～金】8:30～18:00 https://unismile.co.jp/shop/ajisai/

ファーコス薬局　ふれあい 〒285-0807 千葉県佐倉市山王1-39-8 043-485-8815 043-485-8768 【月～土】8:30～18:00 https://unismile.co.jp/shop/fureai/

ファーコス薬局　だいした 〒299-0111 千葉県市原市姉崎1905-1 0436-60-7177 0436-60-7178
【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～17:30
https://unismile.co.jp/shop/daishita/

ファーコス薬局　下矢切 〒271-0096 千葉県松戸市下矢切70-1 047-303-2111 047-303-2112

【月・火・水・金】9:00～18:00

【木】9:00～18:00【土】9:00～13:00

※木曜・祝日のある週は営業

https://unismile.co.jp/shop/shimoyagiri/

ファーコス薬局　しいの木西 〒270-2251 千葉県松戸市金ケ作88-6 047-311-2261 047-311-2262
【月～金】9:00～19:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/shiinokinishi/

ファーコス薬局　銀杏 〒270-0013 千葉県松戸市小金きよしヶ丘2-8-13 047-309-6555 047-309-6556

【月・木】9:00～19:00

【火・水・金】9:00～17:30

【土】9:00～18:00

https://unismile.co.jp/shop/icho/

ファーコス薬局　小金原 〒270-0021 千葉県松戸市小金原6-5-20 047-340-1914 047-340-1945
【月・火・水・金・土】9:00～17:30

【木】9:00～17:00
https://unismile.co.jp/shop/koganehara/

ファーコス薬局　しいの木 〒270-2261 千葉県松戸市常盤平1-11-9 047-394-5255 047-386-3921

【月】9:00～19:00

【火・水・木・金】9:00～18:00

【土】9:00～12:30

https://unismile.co.jp/shop/shiinoki/

ファーコス薬局　さくらの木 〒270-2261 千葉県松戸市常盤平5-8-12 047-389-9720 047-385-4446

【月・火】9:00～18:30

【水・金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00

https://unismile.co.jp/shop/sakuranoki/

ファーコス薬局　常盤平 〒270-2261 千葉県松戸市常盤平6-1-15 047-389-2249 047-389-2143
【月～金】9:00～17:00

【土】9:00～14:00
https://unismile.co.jp/shop/tokiwadaira/

ファーコス薬局　にしくぼ 〒270-2266 千葉県松戸市常盤平西窪町13-2 047-394-1700 047-387-2300 【月・火・水・金・土】9:00～18:30 https://unismile.co.jp/shop/nishikubo/

ファーコス薬局　成田 〒289-0107 千葉県成田市猿山1028-5 0476-80-6888 0476-80-6887
【月～金】8:30～19:00

【土】8:30～17:00
https://unismile.co.jp/shop/narita/

ファーコス薬局　もみの木 〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷7-22-10 043-274-3295 043-388-8026
【月・火・木・金】9:00～18:00

【土】9:00～14:00
https://unismile.co.jp/shop/mominoki/

ファーコス薬局　あすみが丘 〒267-0067 千葉県千葉市緑区あすみが丘東4-1-2 043-205-0351 043-205-0352

【月】18:00～21:00

【水・木・金】9:00～21:00

【土】14:00～21:00【日】9:00～21:00

※日曜日、隔週で営業。薬局へご確認くだ

さい。

https://unismile.co.jp/shop/asumigaoka/
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ファーコス薬局　夏見 〒273-0865 千葉県船橋市夏見2-15-10ツカサハイツ101 047-425-0430 047-425-8517
【月・火・水・金】9:00～19:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/natsumi/

ファーコス薬局　東金 〒283-0066 千葉県東金市南上宿1-1-14 0475-50-7711 0475-53-0301 【月・火・木・金・土】9:00～18:00 https://unismile.co.jp/shop/togane/

ファーコス薬局　こぐま 〒283-0063 千葉県東金市堀上字下大割1453 0475-54-6810 0475-54-6813 【月・火・水・木・土】8:45～19:30 https://unismile.co.jp/shop/koguma/

ファーコス薬局　柏みなみ 〒277-0943 千葉県柏市高柳新田17-114 04-7190-2270 04-7190-2271
【月・火・木・金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/kashiwaminami/

ファーコス薬局　柏わかば 〒277-0024 千葉県柏市若葉町11-12やまとマンション1F 04-7166-8915 04-7166-8916 【月・火・水・金・土】9:00～18:00 https://unismile.co.jp/shop/kashiwawakaba/

ファーコス薬局　イルカ 〒277-0005 千葉県柏市柏4-6-25YKビル1F 04-7160-4477 04-7162-4478 【月～土】9:00～18:00 https://unismile.co.jp/shop/iruka/

ファーコス薬局　なしのき 〒276-0004 千葉県八千代市島田台字島田道858-5 047-488-8132 047-488-8186 【火～土・祝】9:00～17:30 https://unismile.co.jp/shop/nashinoki/

東京都

ファーコス薬局　柴又 〒125-0052 東京都葛飾区柴又1-43-10 03-5699-6866 03-5699-6872
【月・火・木・金】9:00～18:30

【水・土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/shibamata/

ファーコス薬局　平井 〒132-0035 東京都江戸川区平井3-24-17 03-3684-5971 03-3684-5972
【月～金】9:00～19:00

【土】9:00～18:00
https://unismile.co.jp/shop/hirai/

ファーコス薬局　豊洲 〒135-0061 東京都江東区豊洲5-4-9KR豊洲ビル1階 03-5547-8033 03-3531-5870 【月～土】9:00～18:00 https://unismile.co.jp/shop/toyosu/

梅花堂薬局 〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-2 03-5474-0538 03-5775-3633 【月～金】8:30～18:00 https://unismile.co.jp/shop/baikado/

ファーコス薬局　西尾久めぐみ 〒116-0011 東京都荒川区西尾久2-34-11 03-5855-7231 03-3893-3933 【月～土】9:00～18:00 https://unismile.co.jp/shop/nishiogu/

ファーコス薬局　渋谷 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-24-5ドクターズビル1階 03-5468-6698 03-5468-6714
【月・火・木・金】9:00～20:45

【水・土】9:00～18:00
https://unismile.co.jp/shop/shibuya/

やまぶき薬局 〒162-0801 東京都新宿区山吹町335安井ビル1F 03-3266-0611 03-3266-0613
【月～金】9:00～18:30

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/yamabuki/

ファーコス薬局　新宿 〒169-0072 東京都新宿区大久保2-18-12 03-5155-0565 03-3205-0065
【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/shinjuku/

ファーコス薬局　阿佐谷 〒166-0004
東京都杉並区阿佐谷南3-37-4パルティールア

サガヤ1階
03-5335-5813 03-5335-5823

【月・火】9:00～19:00

【木・水・金】9:00～18:30

【土】9:00～13:00

https://unismile.co.jp/shop/asagaya/

ファーコス薬局　成城 〒157-0066 東京都世田谷区成城2-35-13城西ビル1階 03-5494-5065 03-3415-7187 【月～土】9:00～18:00 https://unismile.co.jp/shop/seijyo/

ファーコス薬局　用賀三丁目 〒158-0097 東京都世田谷区用賀3-8-16ヒルトップ109 03-5491-7166 03-5491-0082
【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/yoga/

ファーコス薬局　アキバ 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町11AT第一ビル1階 03-3526-5922 03-3526-5923
【月～金】9:30～21:00

【土】9:30～17:30
https://unismile.co.jp/shop/akiba/

ファーコス薬局　回生堂 〒123-0852 東京都足立区関原1-7-4 03-5888-2686 03-5888-2687

【月・水・金】9:00～19:00

【火・木】9:00～18:00

【土】9:00～12:00

https://unismile.co.jp/shop/kaiseido/

ファーコス薬局　みやぎ 〒120-0047
東京都足立区宮城1-33-1アコハイツウエスト

1階
03-5390-5071 03-5390-5072

【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/miyagi/
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ファーコス薬局　千住桜木 〒120-0045 東京都足立区千住桜木2-11-7 03-3870-9871 03-3870-9873
【月～金】8:45～18:00

【土】8:45～13:00
https://unismile.co.jp/shop/senjyu/

ファーコス薬局　あさがお 〒123-0855
東京都足立区本木南町27-4プレステージ本木

1F
03-5845-4131 03-5845-4132

【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/asagao/

ファーコス薬局　浅草 〒111-0032 東京都台東区浅草2-30-13シャトレー浅草1F 03-5246-8280 03-5246-8281 【月～土】9:00～18:00 https://unismile.co.jp/shop/asakusa/

ファーコス薬局　あい 〒143-0016 東京都大田区大森北2-4-10P2ビル1階 03-5762-8226 03-5762-1520

【月・水・木・金】9:00～19:00

【火】9:00～18:00

【土】9:00～17:00

https://unismile.co.jp/shop/ai/

ファーコス薬局　京橋 〒104-0031 東京都中央区京橋2-8-21昭和ビル別館１階 03-3538-0161 03-3538-2131
【月～金】9:00～19:00

【土】10:00～14:00
https://unismile.co.jp/shop/kyobashi/

ファーコス薬局　江原 〒165-0023 東京都中野区江原町1-11-12 03-5982-8914 03-6675-3572

【月・火・水・金】9:00～18:30

【木】9:00～17:00

【土】9:00～12:00

https://unismile.co.jp/shop/ehara/

ファーコス薬局　天馬堂 〒175-0082 東京都板橋区高島平2-32-2-110 03-5399-7021 03-5399-7028
【月～金】9:00～18:30

【土】9:00～16:30
https://unismile.co.jp/shop/tenmado/

ファーコス薬局　ミナミ堂 〒175-0082 東京都板橋区高島平2-33-7-105 03-3936-0156 03-3936-0131
【月～金】9:00～19:00

【土】9:00～18:00
https://unismile.co.jp/shop/minamido/

ファーコス薬局　かみいたばし 〒174-0076
東京都板橋区上板橋3-17-7シンメイ上板橋マ

ンション101号室
03-5922-1566 03-3937-7155

【月・火・水・金】9:00～18:30

【木】9:00～17:00

【土】9:00～13:00

https://unismile.co.jp/shop/kamiitabashi/

ファーコス薬局　品川 〒140-0014 東京都品川区大井5-5-29石井ビル1階 03-5746-2092 03-5746-2093

【月・火・木・金】9:00～19:00

【水】9:00～17:00

【土】9:00～16:30

https://unismile.co.jp/shop/shinagawa/

ファーコス薬局　青物横丁 〒140-0004 東京都品川区南品川3-4-15Mビル1階 03-5781-0162 03-5781-0163
【月・火・水・金】9:00～18:30

【土】9:00～13:30
https://unismile.co.jp/shop/aomonoyokocho/

ファーコス薬局　つつじ 〒131-0032 東京都墨田区東向島6-6-3 03-5631-5170 03-3616-3657
【月火水金】8:00～18:30

【木】8:00～13:00【土】8:00～15:30
https://unismile.co.jp/shop/tsutsuji/

ファーコス薬局　ひかり 〒152-0001
東京都目黒区中央町2-13-10第一菫（すみ

れ）寮1階
03-5722-2271 03-5722-2270 【月～土】9:00～18:00 https://unismile.co.jp/shop/hikari/

ファーコス薬局　くるみ 〒152-0031 東京都目黒区中根2-11-5クルミビル1F 03-5701-6881 03-5701-6886

【月～金】9:00～18:30

【土】9:00～13:00

【第1・第3日曜日】9:00～12:00

https://unismile.co.jp/shop/kurumi/

ファーコス薬局　錦 〒179-0082 東京都練馬区錦1-20-17-101 03-5920-2122 03-5920-2126
【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/nishiki/

ファーコス薬局　学園緑町 〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町6-10-18 03-5387-6522 03-5387-6554
【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～17:00
https://unismile.co.jp/shop/gakuenmidoricho/

ファーコス薬局　大泉学園 〒178-0061
東京都練馬区大泉学園町6-11-40松下ビル1

階
03-3921-8519 03-3921-4246

【月～金】9:00～19:00

【第2・4・5土曜日】8:30～14:00
https://unismile.co.jp/shop/oizumigakuen/
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ファーコス薬局　学園東町 〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町7-5-6 03-3921-4240 03-3921-4488
【月・火・水・金】9:00～19:00

【木】9:00～17:00【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/gakuenhigashicho/

ファーコス薬局　光が丘 〒179-0073 東京都練馬区田柄5-14-11 03-3825-9555 03-3825-9559
【月～金】9:00～18:30

【土】9:00～18:00
https://unismile.co.jp/shop/hikarigaoka/

ファーコス薬局　東大泉 〒178-0063 東京都練馬区東大泉7-6-7 03-5933-3087 03-5933-3088
【月～金】9:00～18:30

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/higashioizumi/

ファーコス薬局　すずらん 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀8-3-7 0422-46-8008 0422-42-8833 【月～土】9:00～17:30 https://unismile.co.jp/shop/suzuran/

野崎調剤薬局 〒181-0014 東京都三鷹市野崎二丁目19番18号 0422-33-0030 0422-33-0037
【月～金】9:00～18:30

【土】9:00～14:00
https://unismile.co.jp/shop/nozaki/

ファーコス薬局　小柳町 〒183-0013 東京都府中市小柳町4-48-20 042-333-0737 042-333-0265
【月・火・水・金】9:00～19:00

【木・土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/koyanagicho/

ファーコス薬局　府中 〒183-0006 東京都府中市緑町1-16-5 042-358-0140 042-358-0145
【月・火・木・金】8:45～19:00

【土】8:45～17:00
https://unismile.co.jp/shop/fuchu/

ファーコス薬局　村山中央 〒208-0012 東京都武蔵村山市緑が丘1492-47-30 042-564-2101 042-564-2100 【月～金】9:30～18:15 https://unismile.co.jp/shop/murayama/

ファーコス薬局　武蔵野 〒180-0013 東京都武蔵野市西久保2-2-16小川ビル1階 0422-54-8186 0422-54-8189
【月～金】9:00～19:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/musashino/

旭町薬局 〒192-0083
東京都八王子市旭町10番13号カネダイ八王

子ビル1階
042-646-4419 042-649-4423

【月～金】9:00～19:00

【土】9:00～18:00
https://unismile.co.jp/shop/h-asahicyo/

ファーコス薬局　瑞穂 〒190-1221
東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎2610－

14
042-568-2026 042-568-2027

【月・火・木・金】9:00～18:30

【土】9:00～15:30
https://unismile.co.jp/shop/mizuho/
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愛知県

エムハート薬局 あざい店 〒491-0101 愛知県一宮市浅井町尾関同者140-2 0586-53-1177 0586-53-3337
【月・水・土】9:00～12:30

【火・木・金】9:00～18:00
https://unismile.co.jp/shop/azai/

エムハート薬局 定水寺店 〒491-0004 愛知県一宮市定水寺字小脇32 0586-81-5751 0586-81-5752
【月・火・水・金】9:00～19:00

【木・土】9:00～12:30
https://unismile.co.jp/shop/zyousuizi/

ファーコス薬局　いなざわ 〒492-8155 愛知県稲沢市井之口四家町63番地 0587-22-5167 0587-22-5168
【月・火・水・金】9:00～18:30

【土】9:00～12:00
https://unismile.co.jp/shop/inazawa/

エムハート薬局　宮田店 〒483-8346 愛知県江南市後飛保町平野37-1 0587-57-8180 0587-57-8181

【月・金】9:00～18:00

【火・水】9:00～19:30

【土】9:00～14:00

https://unismile.co.jp/shop/miyata/

エムハート薬局 久保新町店 〒485-0006 愛知県小牧市久保新町11番地 0568-77-5550 0568-77-2333
【月・火・水・金】9:00～19:30

【木・土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/kuboshinmachi/

エムハート薬局 まない店 〒485-0023 愛知県小牧市大字北外山字神宮1521-3 0568-71-5001 0568-71-5002
【月・火・水・金】9:00～19:00

【土】9:00～12:30
https://unismile.co.jp/shop/manai/

ファーコス薬局　ひしの 〒489-0887 愛知県瀬戸市菱野台2-17 0561-88-0772 0561-88-0773
【月・火・水・金】8:30～20:00

【木】8:30～17:00【土】8:30～13:00
https://unismile.co.jp/shop/hishino/

ファーコス薬局　知立南 〒472-0053 愛知県知立市南新地3-2-7 0566-85-5251 0566-85-5253
【月・火・水・金】9:00～19:30

【木】9:00～17:00【土】9:00～15:00
https://unismile.co.jp/shop/chiryu/

調剤薬局とまと港店 〒455-0825 愛知県名古屋市港区多加良浦町5-1-1 052-389-2311 052-389-2312
【月・火・水・金】9:00～19:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/tomatominato/

エムハート薬局 アクロス小幡店 〒463-0048
愛知県名古屋市守山区小幡南1-24-10アクロ

ス小幡2F
052-758-3727 052-758-3728

【月・火・水・金】9:00～20:00

【木・土】9:00～18:00
https://unismile.co.jp/shop/akurosuobata/

エムハート薬局 ひばりがおか店 〒467-0032 愛知県名古屋市瑞穂区弥富町字紅葉園6-14 052-861-1320 052-861-1321
【月・火・水・金】9:00～19:00

【木・土】9:00～12:30
https://unismile.co.jp/shop/hibarigaoka/

エムハート薬局 名駅店 〒453-0015
愛知県名古屋市中村区椿町1-16井門名古屋ビ

ル3F
052-452-3040 052-452-3040

【月・木・金】10:00～19:00

【火】9:30～18:00【水】10:00～17:00

【土】9:30～17:00

https://unismile.co.jp/shop/meieki/

ファーコス薬局　きらら 〒450-0003
愛知県名古屋市中村区名駅南1-15-21宇佐美

名古屋ビル1F
052-588-0067 052-588-0068

【月～金】9:00～19:00

【土】9:00～13:30
https://unismile.co.jp/shop/kirara/

マルミ薬局 大曽根店 〒461-0022
愛知県名古屋市東区東大曽根町22番7号マル

ミビル1F
052-981-4148 052-981-4148

【月・火・水・金】9:00～19:00

【木】9:00～18:00【土】9:00～15:00

【日】9:00～13:00

https://unismile.co.jp/shop/oosone/

第2かいなん調剤薬局 〒498-0017 愛知県弥富市前ヶ須町南本田372-2 0567-65-8881 0567-65-8882 【月～金】9:00～18:00 https://unismile.co.jp/shop/kainan-daini/

かいなん調剤薬局 〒498-0017 愛知県弥富市前ヶ須町南本田373-2 0567-65-8686 0567-65-8689 【月～金】9:00～18:00 https://unismile.co.jp/shop/kainan/

調剤薬局とまと 〒498－0017 愛知県弥富市前ヶ須町南本田381 0567-66-0575 0567-66-0355 【月～金】9:00～18:00 https://unismile.co.jp/shop/tomato/
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調剤薬局とまと平島店 〒498-0032 愛知県弥富市平島中2-24 0567-66-1400 0567-66-1401

【月・火・木・金】8:30～13:00、15:30～

19:00

【水】8:30～12:30【土】9:00～12:30

https://unismile.co.jp/shop/tomatohirazima/

エムハート薬局 まつば店 〒440-0897 愛知県豊橋市松葉町3-12 0532-57-2552 0532-53-2666
【月・火・木・金】8:30～18:30

【土】8:30～12:00
https://unismile.co.jp/shop/matuba/

岐阜県

ファーコス薬局　ひばり 〒503-2100 岐阜県不破郡垂井町杢録2210-45 0584-23-3069 0584-24-0171
【月～金】9:00～19:00

【土】9:00～14:00
https://unismile.co.jp/shop/hibari/

ファーコス薬局　東神田 〒503-2125 岐阜県不破郡垂井町東神田2-23-2 0584-24-2223 0584-24-2224
【月・火・木・金】8:45～18:30

【水・土】8:45～12:00
https://unismile.co.jp/shop/higashikanda/

萩原薬局 〒509-2517 岐阜県下呂市萩原町萩原905 0576-53-2369 0576-53-2370

【月・木】8:45～17:30

【火・水・金】8:45～18:00

【土】8:45～13:00

https://unismile.co.jp/shop/ogiwara/

エムハート薬局　関ケ原店 〒503-1501 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原1102-2 0584-41-0202 0584-41-0203
【月～金】8:30～19:00

【土】8:30～12:30
https://unismile.co.jp/shop/sekigahara/

三重県

調剤薬局とまと⾧島店 〒511-1142 三重県桑名市⾧島町出口247 0594-41-0880 0594-41-0881
【月～金】9:00～19:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/tomatonagasima/

ファーコス薬局　うつべ 〒510-0958 三重県四日市市小古曽3-5-32 059-349-2883 059-346-5114 【月・水・木・土・日】8:30～17:30 https://unismile.co.jp/shop/utsube/

ファーコス薬局　大光 〒515-0043 三重県松阪市下村町564-4 0598-60-1117 0598-60-1118
【月・火・水・金】9:00～18:30

【土】9:00～14:00
https://unismile.co.jp/shop/taikoh/

うれしの調剤薬局 〒515-2321 三重県松阪市嬉野中川町843番地4 0598-48-1230 0598-42-7851
【月・火・水・金・土】9:00～19:00

【木】9:00～17:00
https://unismile.co.jp/shop/ureshino/

エムハート薬局 いざわ店 〒519-2145 三重県松阪市射和町628-2 0598-60-0312 0598-60-0313
【月・火・水・金】9:00～18:00

【木】9:00～12:30【土】9:00～17:00
https://unismile.co.jp/shop/izawa/

ファーコス薬局　おおだい 〒519-2423 三重県多気郡大台町新田200-6 0598-85-7007 0598-85-0510
【月・火・水・金】8:30～18:00

【土】8:30～13:00
https://unismile.co.jp/shop/odai/

太陽薬局 〒514-0815 三重県津市大字藤方15-1 059-238-1288 059-238-1289

【月・火・水・金】9:00～19:00

【木】9:00～13:00、14:00～18:00

【土】9:00～18:00

https://unismile.co.jp/shop/taiyo/

静岡県

エムハート薬局 れんげじ店 〒426-0014 静岡県藤枝市若王子3-5-1 054-647-5811 054-646-6411
【月・火・木・金】8:15～18:15

【水・土】8:15～12:15
https://unismile.co.jp/shop/rengezi/
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エムハート薬局 大岩店 〒420-0885 静岡県静岡市葵区大岩町4-14 054-249-3939 054-249-3940

【月・火・木・金】8:30～18:00

【水】8:30～17:00

【土】8:30～12:30

https://unismile.co.jp/shop/ooiwa/

エムハート薬局 すみれ中央店 〒425-0042 静岡県焼津市石津港町49-11 054-623-9311 054-623-9312

【月・火・木・金】9:00～18:00

【水】9:00～17:00

【土】9:00～12:30

https://unismile.co.jp/shop/sumirechuo/

エムハート薬局 たまち店 〒430-0944
静岡県浜松市中区田町315-34ウィンズ笠井

屋ビル1階
053-457-7002 053-453-1502 【月・火・水・金・土】9:00～18:00 https://unismile.co.jp/shop/tamachi/
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滋賀県

ファーコス薬局　いずみ 〒526-0043 滋賀県⾧浜市大戌亥町288-5 0749-68-3585 0749-65-2255 【月～金】9:00～18:00 https://unismile.co.jp/shop/izumi/

エムハート薬局 水口店 〒528-0031 滋賀県甲賀市水口町本町2-2-40(1F) 0748-63-3677 0748-63-3678 【月～土】9:00～17:30 https://unismile.co.jp/shop/mizuguchi/

京都府

ファーコス薬局　はたご 〒621-0815 京都府亀岡市古世町3-23-1 0771-29-6008 0771-24-1388
【月～金】9:00～19:00

【土】9:00～12:00
https://unismile.co.jp/shop/hatago/

ファーコス薬局　うずまさ 〒616-8084
京都府京都市右京区太秦安井一町田町14番地

京都市上下水道局太秦庁舎1階
075-802-7310 075-802-7311

【月・水・金】9:00～20:00

【火・木】9:00～18:00

【土】9:00～13:00

https://unismile.co.jp/shop/uzumasa/

ファーコス薬局　たるみやま 〒616-8174 京都府京都市右京区太秦垂箕山町1-2 075-863-0591 075-871-8977
【月～金】9:00～21:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/tarumiyama/

大阪府

ファーコス薬局　さわまち 〒599-8272 大阪府堺市中区深井中町1252-1 072-276-5731 072-276-5732

【月・水・金】9:00～20:00

【火・木】9:00～17:00

【土】9:00～13:00

https://unismile.co.jp/shop/sawamachi/

エムハート薬局 田原台店 〒575-0013 大阪府四條畷市田原台4-4-10 0743-71-1221 0743-71-1272
【月・火・木・金】9:00～20:00

【水】9:00～17:00【土】9:00～12:00
https://unismile.co.jp/shop/taharadai/

ファーコス薬局　いくの 〒544-0003 大阪府大阪市生野区小路東4-2-4 06-6755-3300 06-6755-3311
【月・火・水・金】9:00～20:00

【木・土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/ikuno/

ファーコス薬局　ファースト 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋3-2-17緒方ビル1階 06-6228-8951 06-6228-8952
【月～金】9:00～18:30

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/first/

ファーコス薬局　ふくしま 〒553-0003
大阪府大阪市福島区福島2-4-1朝日放送ア

ネックスビル
06-4798-8820 06-4798-8830

【月～金】9:00～18:00

【土】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/fukushima/

エムハート薬局 おおはす店 〒577-0826 大阪府東大阪市大蓮北3-17-24 06-6730-8680 06-6730-8681
【月・火・水・金】9:00～18:30

【木】9:00～17:00【土】9:00～12:30
https://unismile.co.jp/shop/oohasu/

兵庫県

エムハート薬局 むこのそう店 〒661-0035
兵庫県尼崎市武庫之荘2-30-12CONIFER101

号室
06-6434-1752 06-6434-1753

【月～金】9:00～19:00

【土】10:00～12:00
https://unismile.co.jp/shop/mukonoso/
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和歌山県

ファーコス薬局　たくみ 〒640-8028 和歌山県和歌山市匠町25ポポロビル1階 073-426-2002 073-426-2003

【月・水・金】9:00～19:00

【火】8:30～17:00【木】8:00～16:00

【土】9:00～13:00

https://unismile.co.jp/shop/takumi/

広島県

ファーコス薬局　かがみやま 〒739-0024 広島県東広島市西条町御薗宇2420-2 082-431-5501 082-431-5502
【月・火・水・金】8:30～18:30

【木】7:30～15:30【土】8:30～12:30
https://unismile.co.jp/shop/kagamiyama/

熊本県

ファーコス薬局　多良木いちご 〒868-0501 熊本県球磨郡多良木町多良木4247-1 0966-42-6888 0966-42-6889

【月～金】8:30～18:00

【土】8:30～13:00

※第3土曜日のみ、9:00～13:00

https://unismile.co.jp/shop/taraki/

ファーコス薬局　本荘いちご 〒860-0816 熊本県熊本市中央区本荘町645 096-375-1222 096-375-1223

【月】9:00～20:00

【火・木・金】9:00～18:00

【水・土】9:00～13:00

https://unismile.co.jp/shop/honjyo/

ファーコス薬局　あおぞら 〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江1-31-17天翔ビル 096-211-4560 096-211-4561 【月～土】9:00～18:00 https://unismile.co.jp/shop/aozora/

ファーコス薬局　めろん 〒869-4815 熊本県八代郡氷川町鹿島１０４７ 0965-43-8050 0965-43-8051
【月～金】8:30～18:00

【土】8:30～12:00
https://unismile.co.jp/shop/melon/

ファーコス薬局　ゆう 〒869-2501 熊本県阿蘇郡小国町宮原1748-5 0967-46-6320 0967-46-6321
【月～金】8:30～18:00

【日】9:00～13:00
https://unismile.co.jp/shop/yuu/


