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■【スギ薬局】コラージュリペアホワイトピール40g　取扱店舗
※ご来店時、お取り扱いがない場合もありますので、予めご了承ください。
※お取り扱いについて、個別にお問い合わせいただいても対応できかねます。

店舗名称 郵便番号 住所
日根野店 598-0021 大阪府泉佐野市日根野7109番地
和泉和田店 594-1102 大阪府和泉市和田町276番地1
鮎川店 567-0831 大阪府茨木市鮎川４丁目１番10号
茨木駅前通り店 567-0888 大阪府茨木市駅前四丁目2番28号
茨木上穂積店 567-0036 大阪府茨木市上穂積二丁目1番44号
中津店 567-0824 大阪府茨木市中津町22番25号
茨木平田店 567-0845 大阪府茨木市平田二丁目19番35号
茨木水尾店 567-0891 大阪府茨木市水尾１丁目１６番７号
生江店 535-0004 大阪府大阪市旭区生江一丁目3番2号
高殿店 535-0031 大阪府大阪市旭区高殿四丁目1番6号阪急オアシス高殿店2階
旭中宮店 535-0003 大阪府大阪市旭区中宮一丁目5番2号　AMK中宮モール
昭和町北店 545-0011 大阪府大阪市阿倍野区昭和町一丁目9番24号　富士ホームビル昭和町1階

林寺店 545-0001 大阪府大阪市安部野区天王寺町北三丁目11番地4号
西田辺店 545-0014 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町二丁目11番16号
昭和町 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町２丁目４番１号
巽中店 544-0013 大阪府大阪市生野区巽中三丁目3番10号
関目店 536-0007 大阪府大阪市城東区生育二丁目１４番８号
城東古市店 536-0001 大阪府大阪市城東区古市3丁目7番21号
東加賀屋店 559-0012 大阪府大阪市住之江区東加賀屋１丁目１番23号
あびこ東店 558-0013 大阪府大阪市住吉区我孫子東1丁目9番6号
住吉苅田店 558-0011 大阪府大阪市住吉区苅田五丁目13番5号
本町二丁目店 541-0053 大阪府大阪市中央区本町二丁目1番6号　堺筋本町センタービル1階
堺筋本町店 541-0053 大阪府大阪市中央区本町1丁目5番6号　大阪山甚ビル1階
今福鶴見店 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見3丁目6番16号
鶴見焼野店 538-0037 大阪府大阪市鶴見区焼野２丁目南１番２２号
天王寺細工谷店 543-0027 大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町2番22号　VITA MOMOYAMA　1階
天王寺駅前店 543-0056 大阪府大阪市天王寺区堀越町16番10号　大信ビル1階
土塔町店 599-8234 大阪府大阪市中区土塔町2296番地1
九条店 550-0027 大阪府大阪市西区九条2丁目7番15号
南堀江店 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江二丁目4番1号
福町店 555-0034 大阪府大阪市西淀川区福町三丁目1番16号
御幣島店 555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島二丁目9番9号
鷹合店 546-0014 大阪府大阪市東住吉区鷹合一丁目13番6号
長居公園通店 546-0023 大阪府大阪市東住吉区矢田一丁目16番12号
東今里店 537-0011 大阪府大阪市東成区東今里二丁目7番28号
森ノ宮店 537-0022 大阪府大阪市東成区中本二丁目1番13号
瓜破店 547-0024 大阪府大阪市平野区瓜破1丁目6番11号
加美北店 547-0001 大阪府大阪市平野区加美北八丁目22番51号
加美中店 547-0004 大阪府大阪市平野区加美鞍作一丁目10番37号
喜連西店 547-0026 大阪府大阪市平野区喜連西二丁目11番37号
出戸店 547-0015 大阪府大阪市平野区長吉長原西一丁目3番26号
平野西店 547-0033 大阪府大阪市平野区平野西六丁目2番22号
波除店 552-0001 大阪府大阪市港区波除1丁目4番26号
都島毛馬店 534-0001 大阪府大阪市都島区毛馬町2丁目10番1号
都島友渕店 534-0016 大阪府大阪市都島区友渕町２丁目１５番２４号
貝塚半田店 597-0033 大阪府貝塚市半田604番地1
門真千石店 571-0014 大阪府門真市千石西町1番21号
門真舟田店 571-0021 大阪府門真市舟田町24番1号
西三荘店 571-0057 大阪府門真市元町28番20号
岸和田上松店 596-0827 大阪府岸和田市上松町三丁目5番9号
岸和田上野店 596-0048 大阪府岸和田市上野町西14番25号
岸和田小松里店 596-0821 大阪府岸和田市小松里町2104番地
岸和田山直店 596-0808 大阪府岸和田市三田町１２番地１
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■【スギ薬局】コラージュリペアホワイトピール40g　取扱店舗
※ご来店時、お取り扱いがない場合もありますので、予めご了承ください。
※お取り扱いについて、個別にお問い合わせいただいても対応できかねます。

店舗名称 郵便番号 住所
中百舌鳥店 591-8022 大阪府堺市北区金岡町3047番地3
北花田店 591-8002 大阪府堺市北区北花田一丁目4番地
新金岡店 591-8025 大阪府堺市北区長曾根町720番地1
堺旭ヶ丘店 590-0808 大阪府堺市堺区旭ヶ丘中町一丁目1番21号
堺東雲店 590-0013 大阪府堺市堺区東雲西町三丁目6番25号
堺大野芝店 599-8233 大阪府堺市中区大野芝町23番地1
堺福田店 599-8242 大阪府堺市中区陶器北1697番1
堺深井店 599-8262 大阪府堺市中区八田北町475番地
深井中町店 599-8272 大阪府堺市中区深井中町1216番地7
堺白鷺店 599-8107 大阪府堺市東区白鷺町三丁目12番47号
吹田金田店 564-0045 大阪府吹田市金田町28番10号
南千里駅前店 565-0855 大阪府吹田市佐竹台一丁目4番1号
吹田清水店 565-0805 大阪府吹田市清水１２番１３号
千里丘店 565-0816 大阪府吹田市長野東8番2号
吹田中央店 565-0824 大阪府吹田市山田西一丁目3番3号
吹田店 565-0823 大阪府吹田市山田南52-5
粉浜西店 559-0007 大阪府住之江区粉浜西三丁目1番12号　近商ストア住吉店２階
東正雀店 566-0025 大阪府摂津市東正雀19番57号
大東赤井店 574-0046 大阪府大東市赤井3丁目5番10号
高石駅前店 592-0014 大阪府高石市綾園一丁目14番28号
高槻西冠店 569-0055 大阪府高槻市西冠2丁目2番1号
豊中春日店 560-0052 大阪府豊中市春日町四丁目1番35号
豊中小曽根店 561-0817 大阪府豊中市浜二丁目17番5号
東豊中店 560-0003 大阪府豊中市東豊中町5丁目31番5号
富田林甲田店 584-0036 大阪府富田林甲田三丁目3番35号
富田林若松店 584-0024 大阪府富田林市若松町五丁目2番11号
寝屋川萱島店 572-0824 大阪府寝屋川市萱島東三丁目１７番８号
寝屋川木田店 572-0822 大阪府寝屋川市木田元宮一丁目20番1号
寝屋川黒原店 572-0059 大阪府寝屋川市黒原新町9番1号
寝屋川成美店 572-0046 大阪府寝屋川市成美町28番3号
東香里店 572-0801 大阪府寝屋川市寝屋一丁目2番8号
菱江店 578-0925 大阪府東大阪市稲葉一丁目6番26号
渋川店 577-0836 大阪府東大阪市渋川町一町目4番12号
若江南店 578-0943 大阪府東大阪市若江南町1丁目4番3号
松原北新町店 580-0025 大阪府松原市北新町四丁目152番地１
松原南新町店 580-0023 大阪府松原市南新町1-3-13
箕面小野原店 562-0024 大阪府箕面市粟生新家四丁目1番14号
箕面東店 562-025 大阪府箕面市粟生外院一丁目17番35号
箕面船場店 562-0036 大阪府箕面市船場西二丁目12番4号
岸和田北店 596-0801 大阪府岸和田市箕土路町一丁目１０番３８号
倉治店 576-0051 大阪府交野市倉治三丁目5番14号
西緑丘店 560-0005 大阪府豊中市西緑丘二丁目8番5号


