
下記のスギ薬局　156店舗にご来店の上、セミナーでご紹介した『キーワード』をお伝えください。

女性にうれしい特典をお渡しいたします。

この機会に健康に関するお悩みもぜひご相談してください！

●来店特典お渡し店舗　156店舗のご案内　

該当店舗は下記をご覧ください。

【東海】愛知県　55軒、岐阜県　6軒、三重県　4軒、静岡県　2軒

【北陸】石川県　4軒、富山県　1軒

【関西】滋賀県　6軒、京都府　1県、大阪府　15軒、奈良県　1軒、兵庫県　5軒

【関東】茨城県　1軒、神奈川県　12軒、千葉県　3軒、東京都　28軒、群馬県　1軒、埼玉県　11軒

●特典お渡し期間：3月8日（月）～3月31日（水）

1 133 スギ薬局 三好ヶ丘店 愛知県みよし市三好丘五丁目１番地５

2 1029 スギ薬局 稲沢市民病院前店 愛知県稲沢市長束町観音寺田188番

3 418 スギ薬局 ウイングタウン羽根店 愛知県岡崎市羽根町字小豆坂３番地　ウイングタウン１階

4 1441 スギ薬局 岡崎欠町店 愛知県岡崎市欠町字下口17番地2

5 343 スギ薬局 岡崎コムタウン店 愛知県岡崎市上六名町字林２５番地１

6 217 スギ薬局 中島店 愛知県岡崎市中島町字馬取池２４番１

7 77 スギ薬局 岡崎北店 愛知県岡崎市百々西町５－１

8 142 スギ薬局 蒲郡北店 愛知県蒲郡市蒲郡町荒子６７ー１

9 241 スギ薬局 三谷北店 愛知県蒲郡市三谷北通４丁目９８番地

10 1144 スギ薬局 竹谷店 愛知県蒲郡市竹谷町下日山20番地1

11 1516 スギ薬局 般若店 愛知県江南市般若町南山313番地

12 181 スギ薬局 花ノ木店 愛知県西尾市花ノ木町３丁目１７番

13 1051 スギ薬局 吉良店 愛知県西尾市吉良町吉田桐杭16番地4

14 760 スギ薬局 熊味店 愛知県西尾市八ツ面町熊子山３８番地１

15 92 スギ薬局 月見店 愛知県大府市月見町６丁目７８

16 1372 スギ薬局 長草店 愛知県大府市長草町田面147番地

17 50 スギ薬局 共和店 愛知県大府市東新町１丁目１５２番地

18 317 スギ薬局 新舞子店 愛知県知多市新舞子字大口２０３番地７

19 125 スギ薬局 知立駅前店 愛知県知立市新富２丁目８番地

20 85 スギ薬局 長久手店 愛知県長久手市根の神１０８番地

21 55 スギ薬局 高横須賀店 愛知県東海市高横須賀町五丁目１２９番地

22 1513 スギ薬局 赤池店 愛知県日進市赤池町箕ノ手2番地330

23 41 スギ薬局 岩滑店 愛知県半田市岩滑中町１丁目５１番地

24 1390 スギ薬局 半田星崎店 愛知県半田市星崎町三丁目39番地88

25 336 スギ薬局 清城店 愛知県半田市清城町三丁目５番２

26 1198 スギ薬局 碧南坂口店 愛知県碧南市坂口町一丁目37番地1

27 397 スギ薬局 西岩田店 愛知県豊橋市西岩田一丁目４番地８

28 47 スギ薬局 本野ケ原店 愛知県豊川市本野ヶ原２丁目１番

29 95 スギ薬局 元宮店 愛知県豊田市元宮町５丁目２６－１

30 685 スギ薬局 三軒町店 愛知県豊田市三軒町七丁目３０番地１

31 166 スギ薬局 山之手店 愛知県豊田市山之手７丁目７７番１

32 1381 スギ薬局 陣中店 愛知県豊田市陣中町二丁目14番地3

33 1063 スギ薬局 メグリア朝日店 愛知県豊田市朝日町一丁目6番地1　メグリア朝日店内

34 536 スギ薬局 みなと七番町店 愛知県名古屋市港区七番町一丁目２番１　エディオン東海通店１階

35 592 スギ薬局 油屋店 愛知県名古屋市港区油屋町１丁目２２番地１

36 313 スギ薬局 桜山店 愛知県名古屋市昭和区桜山町六丁目１０４番地２５

37 1480 スギ薬局 弥富通店 愛知県名古屋市瑞穂区弥富通三丁目29番地

38 1389 スギ薬局 比良店 愛知県名古屋市西区清里町379番地

39 1419 スギ薬局 伏見西店 愛知県名古屋市中区栄一丁目5番21号

40 113 スギ薬局 伏見店 愛知県名古屋市中区錦２－１９－２５　日本生命広小路ビル１Ｆ

41 1477 スギ薬局 ビーノ栄店 愛知県名古屋市中区錦三丁目24番17号　ＢＩＮＯ栄　地下2階

42 104 スギ薬局 金山駅前店 愛知県名古屋市中区金山１ー１２ー１４　金山総合ビル１Ｆ

43 341 スギ薬局 大須店 愛知県名古屋市中区大須三丁目３３番８号

44 207 スギ薬局 戸田店 愛知県名古屋市中川区戸田西三丁目１７０７番地

45 1214 スギ薬局 向島店 愛知県名古屋市中村区向島町五丁目28番地の11

46 1146 スギ薬局 名駅桜通店 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号　大東海ビル1階

47 1467 スギ薬局 原南店 愛知県名古屋市天白区原五丁目2612番地1

48 1623 スギ薬局 清水口調剤店 愛知県名古屋市東区白壁二丁目6番8号
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49 145 スギ薬局 メッツ大曽根店 愛知県名古屋市東区矢田二丁目１番９５号

50 360 スギ薬局 笠寺店 愛知県名古屋市南区柵下町三丁目３番地２

51 48 スギ薬局 城北店 愛知県名古屋市北区金田町３丁目２２番地

52 1408 スギ薬局 桶狭間店 愛知県名古屋市緑区桶狭間森前2801番地

53 147 スギ薬局 鳴海店 愛知県名古屋市緑区鴻仏目２丁目１１０番地

54 242 スギ薬局 徳重店 愛知県名古屋市緑区鶴が沢一丁目２３０４番地

55 1185 スギ薬局 平手店 愛知県名古屋市緑区平手南二丁目125番地

56 690 スギ薬局 鵜沼店 岐阜県各務原市鵜沼西町一丁目３６４番地１

57 1165 スギ薬局 茜部店 岐阜県岐阜市水主町一丁目162番地2

58 1475 スギ薬局 岐阜正木店 岐阜県岐阜市正木1257番地2

59 131 スギ薬局 島店 岐阜県岐阜市北島７丁目３番地８

60 1352 スギ薬局 柳津店 岐阜県岐阜市柳津町蓮池三丁目4番地

61 788 スギ薬局 高山中央店 岐阜県高山市初田町三丁目４５番地

62 308 スギ薬局 伊賀上野店 三重県伊賀市平野城北町９６番地

63 363 スギ薬局 伊勢小俣店 三重県伊勢市小俣町相合４４５番地

64 328 スギ薬局 亀山栄店 三重県亀山市栄町１４８８番地の２１４

65 1239 スギ薬局 玉垣店 三重県鈴鹿市南玉垣町3013番地

66 1426 スギ薬局 函南西店 静岡県田方郡函南町間宮329番地の1

67 688 スギ薬局 浜松飯田店 静岡県浜松市南区飯田町６８１番地の１

68 1595 スギ薬局 タテマチ店 石川県金沢市竪町45番地2　CoCoTTo　KANAZAWA 1階

69 1500 スギ薬局 小松南店 石川県小松市大領町イ211番地1

70 1517 スギ薬局 野々市西店 石川県野々市市徳用三丁目281番地

71 1572 スギ薬局 野々市中央店 石川県野々市市白山町438番地

72 1666 スギ薬局 砺波店 富山県砺波市太郎丸二丁目41番地3

73 176 スギ薬局 堅田店 滋賀県大津市今堅田２丁目１２ー２

74 272 スギ薬局 長浜インター店 滋賀県長浜市口分田町４６６番地

75 436 スギ薬局 長浜大辰巳店 滋賀県長浜市大辰巳町３７番地　サンミュージック長浜店内

76 303 スギ薬局 彦根西今店 滋賀県彦根市西今町９５２番地３

77 705 スギ薬局 稲枝店 滋賀県彦根市野良田町３１１番地

78 1233 スギ薬局 彦根中央店 滋賀県彦根市和田町47番地2

79 495 スギ薬局 小栗栖店 京都府京都市伏見区小栗栖森本町５番地３

80 1519 スギ薬局 桃谷店 大阪市生野区桃谷一丁目11番30号

81 1559 スギ薬局 たかつき本通り店 大阪府高槻市高槻町14番13号　丸西ビル1階

82 356 スギ薬局 高槻西冠店 大阪府高槻市西冠２丁目２番１号

83 1393 スギ薬局 深井中町店 大阪府堺市中区深井中町1216番地7

84 625 スギ薬局 佐井寺店 大阪府吹田市佐井寺三丁目２０番３２号

85 1367 スギ薬局 日根野店 大阪府泉佐野市日根野7109番地

86 1010 スギ薬局 昭和町駅前店 大阪府大阪市阿倍野区阪南町二丁目１番１号　和光ビル1階

87 245 スギ薬局 九条店 大阪府大阪市西区九条２丁目７番１５号

88 669 スギ薬局 塚本店 大阪府大阪市西淀川区柏里二丁目６番１７号　　ローズマンション１階

89 1116 スギ薬局 福町店 大阪府大阪市西淀川区福町三丁目1番16号

90 550 スギ薬局 都島友渕店 大阪府大阪市都島区友渕町２丁目１５番２４号

91 638 スギ薬局 新大阪宮原店 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目４番４８号

92 1283 スギ薬局 八尾南久宝寺店 大阪府八尾市南久宝寺一丁目60番地の1

93 361 スギ薬局 豊中春日店 大阪府豊中市春日町四丁目１番３５号

94 1099 スギ薬局 箕面小野原店 大阪府箕面市粟生新家四丁目1番14号

95 1403 スギ薬局 登美ケ丘店 奈良県奈良市中登美ケ丘三丁目1番地

96 392 スギ薬局 本多聞店 兵庫県神戸市垂水区本多聞二丁目２４番１２号

97 377 スギ薬局 神陵台店 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬７０番地２

98 567 スギ薬局 岡本店 兵庫県神戸市東灘区岡本１丁目１１番３６号　ユニハイム岡本１階

99 1524 スギ薬局 甲子園口グリーンプレイス店 兵庫県西宮市松山町13番1号　甲子園口グリーンプレイス内

100 1310 スギ薬局 日生中央店 兵庫県川辺郡猪名川町伏見台一丁目1番地56

101 497 スギ薬局 つくば店 茨城県つくば市小野崎字千駄苅２７８番地１　ＬＡＬＡガーデンつくば内

102 1088 スギ薬局 伊勢原成瀬店 神奈川県伊勢原市下糟屋3022番地の1　ヨークマート伊勢原成瀬店１階
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103 1138 スギ薬局 伊勢原駅前店 神奈川県伊勢原市桜台一丁目３番３号　いせはらcoma ２階

104 423 スギ薬局 大口店 神奈川県横浜市神奈川区神之木町７番５号　ライフ大口店２階

105 1019 スギ薬局 新橋町店 神奈川県横浜市泉区新橋町678番地１

106 433 スギ薬局 泉西が岡店 神奈川県横浜市泉区西が岡一丁目３番地１

107 1012 スギ薬局 いずみ野駅前店 神奈川県横浜市泉区和泉町6214番地1　そうてつローゼンいずみ野駅前店内

108 1533 スギ薬局 日本大通り店 神奈川県横浜市中区本町一丁目4番地　プライムメゾン横濱日本大通1階

109 1280 スギ薬局 東寺尾店 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾一丁目4番13号　アビタシオン東寺尾1階

110 1123 スギ薬局 茅ケ崎新栄町店 神奈川県茅ケ崎市新栄町2番29号　エピックスチガサキ1階

111 478 スギ薬局 厚木恩名店 神奈川県厚木市恩名一丁目１６番５８号

112 616 スギ薬局 下新城店 神奈川県川崎市中原区下新城二丁目６番６号

113 784 スギ薬局 平塚店 神奈川県平塚市平塚二丁目１３番２１号

114 442 スギ薬局 西船橋駅前店 千葉県船橋市葛飾町２丁目３５１番地

115 1131 スギ薬局 船橋本町店 千葉県船橋市本町二丁目1番30号　船橋104号ビル1階

116 1553 スギ薬局 北柏店 千葉県柏市松葉町四丁目5番地　マルエツ北柏店2階

117 1454 スギ薬局 葛飾白鳥店 東京都葛飾区白鳥四丁目10番17号　コープ葛飾白鳥店1階

118 591 スギ薬局 大島店 東京都江東区大島４丁目５番１４号　プラウド西大島１０２

119 747 スギ薬局 虎ノ門店 東京都港区虎ノ門一丁目１番１２号　虎ノ門ビル１階

120 1510 スギ薬局 代々木上原駅前店 東京都渋谷区西原三丁目20番7号

121 572 スギ薬局 西新宿医大前店 東京都新宿区西新宿８丁目５番１号　野村不動産西新宿共同ビル１階

122 564 スギ薬局 北新宿３丁目店 東京都新宿区北新宿３丁目４番１号

123 729 スギ薬局 一番町店 東京都千代田区一番町６番地　相模屋本社ビル１階

124 579 スギ薬局 日本橋三越前店 東京都中央区日本橋室町１丁目５番２号　東洋ビル１階

125 621 スギ薬局 ミーナ町田店 東京都町田市原町田四丁目１番１７号　ミーナ町田２階

126 1142 スギ薬局 南町田店 東京都町田市南町田一丁目13番地50号

127 485 スギ薬局 武蔵小山店 東京都品川区小山三丁目８番４号

128 1122 スギ薬局 茗荷谷店 東京都文京区小石川五丁目3番2号　エイト印刷本社ビル1階

129 1228 スギ薬局 狛江店 東京都狛江市和泉本町三丁目31番11号

130 598 スギ薬局 阿佐ヶ谷店 東京都杉並区阿佐谷南１丁目３６番４号　三幸ビル１階

131 1653 スギ薬局 杉並和田店 東京都杉並区和田一丁目1番13号　富士見コーポ101

132 1537 スギ薬局 中野駅北店 東京都中野区新井一丁目1番5号　中央マンション1階

133 759 スギ薬局 中野南口店 東京都中野区中野三丁目３３番１８号　フェルテ中野１階

134 764 スギ薬局 調布布田店 東京都調布市布田二丁目２１番地１

135 714 スギ薬局 東久留米駅前店 東京都東久留米市本町一丁目３番３３号

136 526 スギ薬局 ラーレ東村山店 東京都東村山市久米川町３丁目１番地４

137 1009 スギ薬局 八日町店 東京都八王子市八日町8番1号　ビュータワー八王子１階

138 1221 スギ薬局 残堀店 東京都武蔵村山市残堀五丁目126番地の2

139 1534 スギ薬局 吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目8番3号　三松ビル

140 1466 スギ薬局 立川柴崎店 東京都立川市柴崎町三丁目4番10号　立川小川ビル1階

141 586 スギ薬局 関町北店 東京都練馬区関町北５丁目１番３号

142 1545 スギ薬局 上石神井店 東京都練馬区上石神井三丁目4番7号 　パークヒルズ．Ｋ　１階

143 1094 スギ薬局 大泉学園店 東京都練馬区大泉学園町六丁目11番42号

144 603 スギ薬局 富士見台店 東京都練馬区富士見台２丁目１番１５号

145 1273 スギ薬局 上並榎店 群馬県高崎市上並榎町467番地

146 1031 スギ薬局 浦和駅東口店 埼玉県さいたま市浦和区東仲町11番5号　ガーデンビル1階

147 605 スギ薬局 岩槻駅東口店 埼玉県さいたま市岩槻区本町３丁目２番５号　岩槻ＷＡＴＳＵ東館１階

148 1251 スギ薬局 浦和店 埼玉県さいたま市南区曲本五丁目５ー９

149 507 スギ薬局 駒林店 埼玉県ふじみ野市駒林元町三丁目８番２０号

150 1243 スギ薬局 越谷花田店 埼玉県越谷市花田二丁目２１番地１

151 365 スギ薬局 北入曽店 埼玉県狭山市大字北入曽７２０番地１　ヤオコー北入曽店内

152 1035 スギ薬局 鴻巣本町店 埼玉県鴻巣市本町三丁目1番10号　青木ハイツ1階

153 633 スギ薬局 川越鴨田店 埼玉県川越市大字鴨田字大町１２５１番地１

154 370 スギ薬局 ワカバウォーク店 埼玉県鶴ヶ島市富士見一丁目２番１号　ヤオコーワカバウォーク店北館１階

155 1369 スギ薬局 丸広入間店 埼玉県入間市豊岡一丁目6番12号　丸広百貨店入間店　地下１階

156 763 スギ薬局 東みずほ台店 埼玉県富士見市東みずほ台二丁目６番地４

埼玉県（11店舗）

千葉県（3店舗）

東京都（28店舗）

群馬県（1店舗）


