リビけん 手渡し・設置場所一覧
2018年２月２日現在
順不同

手渡し場所
和歌山市
調剤薬局

住所

国道薬局
調剤薬局ピース
エグチ薬局 堀止店
第一薬局 医大前
ルピナス調剤薬局
宮前薬局
水田薬局 さぎのもり
コスモファーマ薬局 太田店
のぞみ薬局
エムハート薬局 くるみ店
タイガー薬局 十番丁店
Ｅ薬局
松本薬局 雄湊店
アゼリア薬局
秋葉山エス調剤薬局
第一薬局鳴神
菖蒲ヶ丘薬局
アトム調剤薬局
くまの薬局 松江店
サカエ薬局
真進堂薬局
真進堂薬局 高松店
ステーション薬局
第一薬局 小雑賀
第一薬局 宮
第一薬局 和佐
第一薬局 名草
大陸薬局 楠見支店
中央薬局
賃貸住宅センター 和歌山駅前本店
ナンゴウ薬局 楠見店
日赤前会営薬局
阪神調剤薬局 紀の川店
ふたば調剤薬局
プラム調剤薬局
めいよう薬局
メロン調剤薬局
やすはら薬局
レディース調剤薬局
川本薬局
のぞみ薬局 日赤前店
サン調剤薬局 東長町店
きのくに薬局
ミモザ調剤薬局
エグチ薬局 内原店
城南薬局 東長町店
エグチ薬局
アニマ薬局
岩本薬心堂薬局
和歌山県薬剤師会おくすりセンター薬局
調剤薬局ネットワーク
ファーコス薬局たくみ
みやま薬局
なかい薬局
みやび調剤薬局
なの花薬局
コスモファーマ薬局 三木町店

和歌山市小雑賀3丁目1-16
和歌山市北島453
和歌山市堀止南ノ丁4-37
和歌山市紀三井寺863-26
和歌山市九番丁24
和歌山市北中島1丁目71
和歌山市鷺ノ森新道17
和歌山市太田二丁目１３番１０号
和歌山市吐前282-1
和歌山市園部５９６番地１６
和歌山市十番丁１２ 十番丁ビル１階
和歌山市中之島880
和歌山市網屋町96
和歌山市木ノ本103番地の3
和歌山市秋葉町2-18
和歌山市鳴神491-3
和歌山市津秦５－１
和歌山市西庄558-18
和歌山市松江北6丁目2－20
和歌山市楠本72-4
和歌山市松ヶ丘1丁目8-23
和歌山市西高松１丁目5-4 丸岩ビル１F
和歌山市美園町5-61
和歌山市小雑賀726-8
和歌山市鳴神122-12
和歌山市岩瀬871-1
和歌山市布引763-7
和歌山市楠見中15-13
和歌山市祢宜971-4
和歌山市美園町5丁目2−5 アイワビル 1F
和歌山市粟248-3
和歌山市小松原通4丁目24
和歌山市西大井391
和歌山市木ノ本116-3
和歌山市吹上2丁目12-6
和歌山市小野町3丁目47
和歌山市吹上2-5-40
和歌山市和田463-2
和歌山市三葛305-1
和歌山市木ノ本687-19
和歌山市吹上2丁目4番46号
和歌山市湊桶屋町8番地 たばこ会館1F
和歌山市藤田15番地1
和歌山市中之島字向芝字2347-1
和歌山市内原９４１－２３
和歌山市東長町6丁目20番地
和歌山市黒田120 アソートクロダ1F
和歌山市十三番丁5
和歌山市美園町5丁目9-1
和歌山市本町2丁目1番地 フォルテワジマ５Ｆ
和歌山市古屋82-1
和歌山市匠町25 ポポロビル1階
和歌山市田中町5-5-4
和歌山市松江北7丁目1259番172
和歌山市大谷403-3
和歌山市堀止東1-2-28
和歌山市南休賀町８番地

ワン・ツー・スリー薬局
第一薬局 川永
オカモト薬局
調剤薬局ネットワーク 栄谷店
すみれ調剤薬局
松本薬局 片男波店
カイセイ薬局
エバグリーン 宮街道店（エバグリーン薬局）
エバグリーン 新中島店（エバグリーン薬局）
スーパーエバグリーン 四ヶ郷店（エバグリーン薬局）
エバグリーンプラス 広瀬店（エバグリーン薬局）
オードラッグ メッサガーデンパーク薬局
フロンティア薬局 和歌山日赤前店
あおば調剤薬局
エース薬局 高松店
大陸薬局 園部店
六十谷調剤薬局
タイコー堂薬局 柳通り店

和歌山市手平５－１－１９
和歌山市島234-7
和歌山市堀止西1丁目4-22
和歌山市栄谷164-24
和歌山市塩屋6丁目2-65
和歌山市和歌浦南2丁目5-14
和歌山市紀三井寺863-29
和歌山市秋月227-2
和歌山市新中島124
和歌山市加納295-1
和歌山市元町奉行丁2-66
和歌山市松江向鵜ノ島１４６９－１
和歌山市小松原通４丁目１９番地
和歌山市黒田281番地5
和歌山市宇須1丁目6番3号
和歌山市園部1133-1
和歌山市六十谷1023-1-4
和歌山市蔵小路15番2

ショップ・その他
明治安田生命保険相互会社 和歌山支社
明治安田生命保険相互会社 和歌山北営業所
明治安田生命保険相互会社 本町営業所
明治安田生命保険相互会社 和歌山営業所
コアラ保険パートナーズ
ほけんの窓口三年坂通店
メガネの田中 和歌山国体道路店
メガネの田中 イオンモール和歌山店
キャリアブレスユー
ふぁみりー歯科クリニック
エピ漢方
髪育総合美容室MAYA
宮崎クリニック
リビングカルチャー倶楽部フォルテ教室
フィッツミー和歌山店
健康クラブ

和歌山市六番丁17 明治安田生命和歌山ビル2F
和歌山市本町4-45 本町公園ビル6F
和歌山市本町4-45 本町公園ビル5F
和歌山市六番丁17 明治安田生命和歌山ビル5F
和歌山市三葛３４４−３
和歌山市広瀬通丁3丁目52
和歌山市小雑賀711-1
和歌山市中字楠谷573 イオンモール和歌山3F
和歌山市雑賀町５８番地
和歌山市西庄409−1
和歌山市福島615-1
和歌山市杭ノ瀬245-20
和歌山市友田町2−１５３ セッサビル
和歌山市本町2丁目1 フォルテワジマ4階
和歌山市北島453-47
和歌山市北島453-47

岩出市
明治安田生命保険相互会社 岩出営業所
エール薬局 岩出店
エバグリーン 岩出中迫店（エバグリーン薬局）
ゆうあい薬局
銀明堂薬局 ねごろ支店

岩出市高瀬74-1 ダイコービル3F
岩出市吉田305
岩出市中迫118-3
岩出市川尻54-1
岩出市根来15

海南市
明治安田生命保険相互会社 海南営業所
七山調剤薬局
第一薬局 海南駅前
ユーコー薬局 海南
雨の森 陶芸の里
ジャパンファーマシー薬局 海南店
保険調剤薬局 朝日海南店
ヒカタ薬局
第一薬局 日方

海南市日方1272
海南市七山354-1
海南市名高531-4 Y.T.ビル1階北側
海南市築地１－５８
海南市別所735
海南市日方1521-1 ピアビル１F
海南市名高507-4
海南市日方１５２１－６
海南市日方１５２１－３

紀の川市
名手駅前薬局
紀北薬局 うちた店
エール薬局
田端薬局
コスモファーマ薬局 井ノ口店
データボックス薬局
那賀調剤薬局
みふく薬局 粉河店
松浦薬局
銀明堂薬局 東国分支店

紀の川市名手市場116
紀の川市打田1340-5
紀の川市西大井211-2
紀の川市打田1241
紀の川市貴志川町井ノ口1576番地1
紀の川市打田1296-5
紀の川市打田1415-4
紀の川市粉河420-2
紀の川市粉河984
紀の川市東国分４３０－５

橋本市
明治安田生命保険相互会社 橋本営業所
大谷薬局

橋本市市脇1-3-18 橋本商工会館3F
橋本市古佐田1丁目4番55号

キリン堂 御幸辻店
橋本うめ薬局
大竹薬局
ウェーブ薬局 紀伊山田店
いしい薬局
すだ小林薬局
けやき薬局
愛民堂薬局

橋本市御幸辻上栗坪137-1
橋本市小峰台2-12-40
橋本市高野口町名倉200-2
橋本市神野々382-17
橋本市高野口町名倉270-3
橋本市隅田町中島18
橋本市城山台２－４５－６９
橋本市高野口町名倉518

かつらぎ町
松林薬局
萩原薬局

伊都郡かつらぎ町妙寺919-4
伊都郡かつらぎ町佐野185

高野町
順敬堂薬局

伊都郡高野町高野山723

有田市
ガトウ薬局
アリダ薬局
エース薬局 みのしま店

有田市宮崎町7-2
有田市辻堂626
有田市新堂55-1

有田郡
オレンジ調剤薬局
ヒラオ薬局
アルバ 粟生調剤薬局
アリダ薬局 湯浅店

有田郡有田川町庄31-178
有田郡有田川町金屋722-1
有田郡有田川町粟生542-5
有田郡湯浅町湯浅905-3

御坊市
明治安田生命保険相互会社 御坊営業所
オレンジ薬局
くまの薬局 御坊店
なんかい薬局
古久保薬局
薬局スーパードラッグキリン 御坊店
喜多芳雲堂薬局
小松原薬局
わかば薬局
大堀薬局

御坊市薗350-5
御坊市湯川町財部721番地2
御坊市薗263-3 小林ビル1F
御坊市湯川町財部717-1
御坊市湯川町財部661-7
御坊市湯川町財部1053-1
御坊市御坊240
御坊市湯川町小松原463-1
御坊市湯川町財部722-5
御坊市薗156-4

日高郡
日高会営調剤薬局

日高郡美浜町和田1138-20

みなべ町
みなべ川薬局

日高郡みなべ町徳蔵155-4

田辺市
明治安田生命保険相互会社 田辺営業所
ナカヤドラッグ薬局
切目屋調剤薬局 下三栖岩屋支店
くまの薬局
くまの薬局 明洋店
松屋薬局
ウエムラ薬局

田辺市東山1-2-5 シンフォニアビル1階
田辺市上の山２丁目１７－８
田辺市下三栖岩屋1483-23
田辺市本宮町本宮256-1
田辺市明洋1-19-18
田辺市神子浜2丁目21-21
田辺市東陽34番3号

白浜町
幸生堂薬局 日置店
アトム調剤薬局
下地薬局

西牟婁郡白浜町日置981
西牟婁郡白浜町堅田765-1
西牟婁郡白浜町椿105

串本町
きのした薬局

東牟婁郡串本町西向837

新宮市
明治安田生命保険相互会社 新宮営業所
メディカル ネオ

新宮市神倉2-9-14
新宮市谷王子町2-7

設置場所

住所

公共施設
和歌山市立市民体育館
和歌山市立松下体育館
河南総合体育館
和歌山市立つつじが丘テニスコート
和歌山市保健所 地域保健課

和歌山市七番丁23 和歌山市役所内
和歌山市七番丁23 和歌山市役所内
和歌山市七番丁23 和歌山市役所内
和歌山市七番丁23 和歌山市役所内
和歌山市吹上5丁目21-5

和歌山市中保健センター
和歌山市南保健センター
和歌山市北保健センター
河西ほほえみセンター（西保健センター等複合施設）
和歌山県民文化会館
和歌山市民会館
和歌の浦アート・キューブ
地域包括支援センター川永
和歌山県立自然博物館
紀の川市立河北図書館

和歌山市吹上5丁目21-5
和歌山市田尻493-1
和歌山市直川326-7
和歌山市松江775-1
和歌山市小松原通1丁目1
和歌山市伝法橋南ノ丁7
和歌山市和歌浦南3丁目10-1
和歌山市島26-118
海南市船尾３７０−１
紀の川市西大井363

ショップ他
フォルテワジマ
くうくう
メガネの田中 和歌山国体道路店
メガネの田中 イオンモール和歌山店
海屋 松下
海鮮問屋丸長 インター店
アロマセリノ （メディカルアロマ使用店舗）
かわべ質店
コアラ保険パートナーズ 窓口保険販売
BBcompany
つぶらカフェ加太店
つぶらカフェ三番丁店
きらくゆ和歌山店
紀州黒潮温泉
ＭＡＸゴルフショップ
JUICE trico（ジューストリコ）
グランドボウル
休暇村 紀州加太
陶彩館（オーヤシマ株式会社）

和歌山市本町二丁目1番地

和歌山市元寺町２丁目１３
和歌山市小雑賀711-1
和歌山市中字楠谷573 イオンモール和歌山3F
和歌山市堀止西１丁目３−２０
和歌山市栗栖1115−1
和歌山市和歌浦東3-2-23
和歌山市美園町4-40
和歌山県和歌山市三葛３４４−３
和歌山市秋葉町4-4
和歌山市加太1070-91
和歌山市三番丁76
和歌山市梶取251-1
和歌山市毛見1525
和歌山市狐島３７７−１
和歌山市友田町２丁目１２０
和歌山市土入７３−１
和歌山市深山４８３
岩出市畑毛306－2

理容店・美容室
ヘアースポットナカイ
亀位理容所
hair salon CHASE
ヘアーサロン ユウキ
ヘアーサロン YAMASAKI
キタハタ理容

ヘアーサロン 松浦
cast of hair EAST
ヘアーサロン ニシウラ
ヘアーサロン ヤスイ
ガルフヘアーストアー
カットオフィス クラブトレンディ
ヘアー 凱
Neo Barber Zef
リヨウヒロイ
ヘアーエステ ユバ
北畑栄祥
モモタロ理容
ヘアーサロン アダム
FROM 麦
へあーさろん 丸山
ヘアーエステ ユバ
ヘアーサロン カワマツ
ヘアーサロン エル
ヘアーサロン アライブ
ヘアーサロン テラオカ
理容まえだ
ヘアーサロン かきした
理容サコ
理容玉置
ヘアーサロン ニシウラ
ヘアーサロン ヤマモト
ヘアーサロン アズマ
理容ヤマサキ
理容テイネイ軒
ヘアーサロン 司

和歌山市鷹匠町1-62
和歌山市広瀬通丁1-23
和歌山市東仲間町2-30
和歌山市手平3-2-10
和歌山市弘西424-3
和歌山市和歌浦中3-1-43
和歌山市新高町9-20
和歌山市西高松2-1-24
和歌山市園部1150-8
和歌山市和佐中446-8
和歌山市小雑賀104-11
和歌山市和歌浦東3-1-22
和歌山市秋月8-20
和歌山市森小手穂682-13
和歌山市直川7-4
和歌山市毛見295-74
和歌山市府中1011-163
和歌山市島崎町2丁目44
和歌山市小松原通5-2-28
和歌山市広瀬通り丁3-8
和歌山市秋月449
和歌山市毛見295-74
和歌山市島105-4
和歌山市永穂339-4
和歌山市谷133-7
和歌山市島26-104
和歌山市楠本162-10
和歌山市園部596-142
和歌山市直川102-2
和歌山市園部596-118
和歌山市園部1150-8
和歌山市六十谷222-28
和歌山市中之島2045
和歌山市中之島1903
和歌山市中之島1710
和歌山市有本568-12

ヘアーサロン Silk
ファッションサロン ヤマサキ
理容クボタ
理容ミネ
バーバー大塚
スタジオアリス
カットハウス タニ
SALON DE ORB
理容 ヒガシヤマ
アロチ理容室
理容 串上
サカイ理容
サキ理容院
ヘアーサロン アート
Barber ナミキ
高橋理容
ヘアーサロン ナガオ
アツミ理容所
ヘアーサロン ニシカワ
BARBER MIYATA
ヘアーサロン アズマ
和男の店 ソッフンヘアーサロン
Men's salon Magneth
理容 ゆい
理容 ナカムラ
ヘアーズ マサ
ヘアーサロン ひらいわ
CUTBRAND KOZO
ヘアーサロン おかざき
ヘアーサロン M&M
ヘアーサロン コヤマ
セロン理容所
ヘアーサロン エース
理容タケモト
ヘアーサロン野下
ヒロタ理容
フクダ理容
BARBER KATA
理容 川村
ヘアーサロン くちい
トウゲ理容高松店
ヘアーサロンフクシマ
ヘアーサロン みなみ
カットハウス モボ
理容 ニカイ
理容 ハヤシ
ヘアーサロン ロザン
ダズン
理容 ホンダ
おしゃれサロン むろおか
Hair Shop KENT
ヘアーサロン ウエニ
理容 ツムラ
理容 ヤング
入山理容
ヘアーサロン かつら
木村理容所
坂口理容所
ヘアースペースライブ29
理容 西
ヘアーサロン ウチダ
理容 ツジオカ
ヘアーサロン フジサワ
カットハウスドリーム
理容 タカギ
ヘアーメイク RYO
HAIR MAKE addict
Gran addict

和歌山市有本716-3
和歌山市中之島1482
和歌山市新在家170-24
和歌山市有本135
和歌山市岩橋676
和歌山市出島162-4
和歌山市松島120-23
和歌山市新在家141-1
和歌山市有本309-12
和歌山市友田町2-50
和歌山市南休賀町34
和歌山市友田町4-29
和歌山市黒田184-22
和歌山市蔵小路30
和歌山市黒田333-4
和歌山市出水94-12
和歌山市有家331-9
和歌山市有家249-11
和歌山市出水134-1
和歌山市北出島149-25
和歌山市鳴神248-4
和歌山市鳴神990-10
和歌山市津秦143-10
和歌山市鳴神1065-5
和歌山市神前37-22
和歌山市鳴神138-6
和歌山市井辺144-160
和歌山市鳴神55-19
和歌山市杭の瀬244-8
和歌山市田尻186-8
和歌山市手平4-7-27
和歌山市手平1-10-2
和歌山市新堀東2-3-29
和歌山市岡山丁50
和歌山市新中通り1-27
和歌山市吹屋町3-6-2
和歌山市田中町3-77
和歌山市塩屋5-4-52
和歌山市打越町5-6
和歌山市堀止南ノ丁2-27
和歌山市東高松2-8-25
和歌山市西高松1-5-53
和歌山市宇須3-3-45
和歌山市南牛町46
和歌山市久保丁1-35
和歌山市湊本町1-36
和歌山市西河岸町56
和歌山市小松原通4丁目35-2
和歌山市雑賀屋町東ノ丁68
和歌山市東長町8-25
和歌山市小松原6-6-34
和歌山市金竜寺丁67
和歌山市出口新端ノ丁13
和歌山市砂山南1-1-15
和歌山市和歌浦中2-9-8
和歌山市三葛104-2
和歌山市新和歌浦5-6
和歌山市田野297
和歌山市和歌浦東1-9-57
和歌山市和歌浦東4-3-25
和歌山市松ヶ丘1-1-33
和歌山市西浜1014-8
和歌山市関戸3-6-5
和歌山市西小二里2-1-42
和歌山市桑山58-23
和歌山市内原906 コーポウジタ２号棟
和歌山市小雑賀613-4
和歌山市田中町5丁目1-1

スポーツ施設
内原マスターズゴルフ倶楽部
パルポートワカヤマ
パルポート太田
パルポート紀の川
Movin'highスタジオ ふじと台教室
Movin'highスタジオ JR東口教室
Livingリハ陶彩館

和歌山市内原632-1
和歌山市湊御殿1-1-1
和歌山市太田2-2-10
和歌山市栄谷125
和歌山市中573-5ふじと台ステーションビルエスタシオン東棟4F
和歌山市太田1-11-13 OEビル6F
岩出市中島863-1

整骨・整体院
おいかわ整骨院
さくら整体院
整体院 幸
整体院 幸 湊分院
おがわ整骨院
快養整骨院
畠中整骨院
すこやか整骨・整体院

和歌山市内原941-4エクセルⅡ102号
和歌山市土入168-15
和歌山市松江北1丁目2-5ヤマイチプラザ東松江E号
和歌山市湊1835-6
和歌山県和歌山市西庄233-13
和歌山市古屋77-12
和歌山県和歌山市和歌浦西1-4-12
和歌山市六十谷211-3 1F

病院ほか
河西田村病院
和歌山こまつ歯科 インプラントクリニック
星野胃腸クリニック
本多内科クリニック
和歌山PET画像診断センター(昭陽会)
和歌山ろうさい病院
公益社団法人 和歌山県看護協会
一般社団法人 和歌山県歯科医師会
和歌山生協病院
南海歯科医院
こばやし小児科
こうざき西歯科クリニック
しま内科胃腸科クリニック
宮崎クリニック
宇都宮病院 地域コミュニティ なるこみ

Livingリハ陶彩館
陶彩館

こんな場所にも配布しています！(従業員さまや会員さまなど向け)

和歌山県医師会
日本赤十字社和歌山医療センター
和歌山県立医科大学附属病院
わかやま労災病院
和歌山県看護協会
和歌山県歯科医師会
和歌山県病院協会
和歌山県薬剤師会
和歌山市薬剤師会
和歌山県立医科大学 保健看護学部
和歌山県立医科大学 生協
宮本病院
和歌浦中央病院
藤民病院
紀の川病院
誠佑記念病院
紀泉KDクリニック
紀の川クリニック
木下こどもクリニック
藤民病院
浅井建設
明日香コンピュータ
アクサ生命保険 大阪支社 和歌山営業所
大塚製薬 大阪支店 和歌山出張所
河西メディカルサービス
紀伊保育園
キャリアブレスユー
紀陽興産

和歌山市島橋東ノ丁１−１１
和歌山市新中島６７−１
和歌山市友田町5-32
和歌山市東長町6-33
和歌山市紀三井寺870-2
和歌山市木ノ本９３番１
海南市南赤坂１７番地
和歌山市築港１丁目４−７
和歌山市有本143-1
和歌山市太田１１５−４
和歌山市畑屋敷端ノ丁３７
和歌山市神前105-1
和歌山市土入168-52
和歌山市友田町2−１５３ セッサビル
和歌山市鳴神505-4
岩出市中島863-1
岩出市畑毛306－2

きのくに信用金庫
居宅介護支援センターつるかめ
小向商会
サイバーリンクス
サンコー
三幸建設
SHELTER
ＪＡバンク和歌山信連
自衛隊和歌山地方協力本部
セッサ友田町
建てようネット和歌山
東洋ライス 和歌山本社
中野ＢＣ
ネッツトヨタ和歌山 紀の川店
ほけんの窓口三年坂通店
明治安田生命保険 和歌山支社
株式会社正和情報サービス
有田佳秀法律事務所
和歌山印刷所
和歌山看護専門学校 西ノ庄
わかやま産業振興財団
和歌山市中小企業勤労者福祉サービスセンター
和歌山ゼロックス 本社
木ノ本認定こども園
モバイルメディアリンク
居宅介護支援センターつるかめ
明日香コンピュータ
賃貸住宅センター 和歌山駅前本店
剤盛堂薬品
HAIR MAKE addict
Gran addict
福徳の里(株式会社 美真)
雄湊えびすクラブ連合会（健康づくりグループ）
SE９期会 ふれ愛支部（健康づくりグループ）
SEイレブン岩出山（健康づくりグループ）
いきいきシニアわかやま体操部・あすなろ（健康づくりグループ）
山東あるこう会（健康づくりグループ）
浪早クラブ（健康づくりグループ）
七生会（健康づくりグループ）
和大SANTE（健康づくりグループ）
木の本南わかば会（健康づくりグループ）
梅原南げんきクラブ（健康づくりグループ）
松専寺（健康づくりグループ）
今福体操サークル（健康づくりグループ）
紀伊健悠クラブ・純老健シニアエクササイズの会（健康づくりグループ）

シニア体操 すまいる（健康づくりグループ）
新和歌山エヌピーオー（健康づくりグループ）
ふれあいいきいきサロン中之島（健康づくりグループ）
ひまわりクラブ（健康づくりグループ）
いきいき体操クラブ（健康づくりグループ）
きらり健康教室（健康づくりグループ）
粟シニア・エクササイズの会（健康づくりグループ）
笑（健康づくりグループ）
おぐらふれんず（健康づくりグループ）
木ノ本地区シニアエクササイズの会（健康づくりグループ）
エンジョイ土曜日（健康づくりグループ）
シニアエクササイズ 片男波ふれあい会（健康づくりグループ）
吉原老人クラブ（健康づくりグループ）
県営紀伊団地 老人会（こだま会）（健康づくりグループ）
さざなみ体操教室（健康づくりグループ）
小倉団地健康体操クラブ（健康づくりグループ）
たいさんぼく（健康づくりグループ）
和歌浦シニア健康体操（健康づくりグループ）
松江ファミリーシニアクラブ（健康づくりグループ）
湊レッグトレーニング（健康づくりグループ）
ワダイビクス松江北（健康づくりグループ）
野崎 わかあゆ会（健康づくりグループ）
レインボーシニアエクササイズ（健康づくりグループ）

川辺体操教室 なでしこ会（健康づくりグループ）
さくら（健康づくりグループ）
輝けイレブン（健康づくりグループ）
木ノ本東明朗会（健康づくりグループ）
吹上エクササイズの会（健康づくりグループ）
本渡老人クラブ（健康づくりグループ）
三葛きずなの会（健康づくりグループ）
シニアエクササイズ こうのとり（健康づくりグループ）
グランドハイツ和歌川体操チーム（健康づくりグループ）
老人クラブ 若木会（健康づくりグループ）
つれもて健康体操 みらい（健康づくりグループ）
井辺ときわクラブ（健康づくりグループ）
鎌田多記男（健康づくりグループ）
布施屋婦人会（健康づくりグループ）
平井喜楽クラブ（健康づくりグループ）
新在家中部シルバークラブ（健康づくりグループ）
はっぴー会（健康づくりグループ）
布施屋婦人会（健康づくりグループ）
平井喜楽クラブ（健康づくりグループ）
新在家中部シルバークラブ（健康づくりグループ）
ワダイビクス西和佐（健康づくりグループ）
グリーンクラブ・ヨガ教室（健康づくりグループ）
築港なでしこ会（健康づくりグループ）
太田東自治体（健康づくりグループ）
高松シニアエクササイズ（健康づくりグループ）
松江20区 いきいきシニアクラブ（健康づくりグループ）
大新わいわいクラブ（健康づくりグループ）
M and H（健康づくりグループ）
若葉健康クラブ（健康づくりグループ）
グリーン団地シニアエクササイズ（健康づくりグループ）
川永つれもて健康体操（健康づくりグループ）
つどいの家 コロッケ茶（健康づくりグループ）
雄湊北婦人会（健康づくりグループ）
ケアハウス第三親和園 なかよし体操クラブ（健康づくりグルー
プ）
シニアエクササイズと笑いヨガサークル（健康づくりグループ）
T.M.てん（健康づくりグループ）
砂山健康クラブ（健康づくりグループ）
和会（健康づくりグループ）
弘西すみれ会（健康づくりグループ）
和会（なごみ会）（健康づくりグループ）
新南老人クラブ さくら会（健康づくりグループ）
SE９期会 吹上支部（健康づくりグループ）
鳴神団地婦人会（健康づくりグループ）
なかよし つどいの家
東洋台 体操クラブ
西浜体操クラブ
あじさいクラブ
いきいきクラブ
シニアエクササイズ
城北つれもて健康体操
神前つれもて健康体操クラブ
動楽会 ささえ愛ビスク

