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北海道

株式会社富士薬品ドラッグセイムス北１８条店

001-0017 北海道札幌市北区北十七条西４－２１

011-727-4976

北海道

クスリのツルハ北２４条店

001-0024 北海道札幌市北区北二十四条西４－２０

011-708-0008

北海道

株式会社ツルハ北二十四条西店

001-0024 北海道札幌市北区北二十四条西９－１－１

011-708-8032

北海道

イオン北海道株式会社イオン札幌麻生店

001-0039 北海道札幌市北区北三十九条西４－１－５

011-709-2111

北海道

ツルハドラッグ麻生店

001-0040 北海道札幌市北区北四十条西５－４－２０

011-708-8268

北海道

株式会社サンドラッグプラス新琴似店

001-0907 北海道札幌市北区新琴似七条１２－３－３８

011-763-7101

北海道

クスリのツルハ新琴似店

001-0910 北海道札幌市北区新琴似十条２

011-769-8360

北海道

株式会社ラルズビッグハウス新川店

001-0930 北海道札幌市北区新川６９１－１

011-769-6116

北海道

ツルハドラッグ屯田五条店

002-0855 北海道札幌市北区屯田五条５－３－６

011-775-5268

北海道

株式会社サンドラッグプラス屯田店

002-0858 北海道札幌市北区屯田八条４－１－２４

011-771-1668

北海道

スーパーセンタートライアル屯田店

002-0859 北海道札幌市北区屯田九条１２－１－１

011-775-5251

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー屯田店

002-0859 北海道札幌市北区屯田九条３－１－１

011-770-6100

北海道

株式会社ツルハ篠路店

002-8023 北海道札幌市北区篠路三条４

011-776-3551

北海道

株式会社ツルハ篠路東店

002-8024 北海道札幌市北区篠路四条９－１５

011-775-6635

北海道

株式会社ツルハあいの里店

002-8072 北海道札幌市北区あいの里二条６－１

011-770-5710

北海道

ツルハドラッグ百合が原店

002-8081 北海道札幌市北区百合が原９－１４－１

011-299-6740

北海道

株式会社富士薬品ドラッグセイムス環状通美園店

003-0001 北海道札幌市白石区東札幌一条６－１－１３

011-822-4976

北海道

株式会社サンドラッグプラス南郷通りＬＵＣＹ店

003-0021 北海道札幌市白石区栄通１８－５－３５

011-857-8206

北海道

株式会社ツルハ栄通店

003-0021 北海道札幌市白石区栄通１４－２－１

011-859-1268

北海道

クスリのツルハ大谷地店

003-0022 北海道札幌市白石区南郷通１８南５－２０

011-860-2406

北海道

株式会社サンドラッグプラス南郷４丁目店

003-0023 北海道札幌市白石区南郷通４北１－３６

011-868-7200

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー本郷店

003-0024 北海道札幌市白石区本郷通４南１

011-867-5363

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー白石本通店

003-0026 北海道札幌市白石区本通１３南５－１

011-860-3301

北海道

ドラッグセイムス平和通店

003-0028 北海道札幌市白石区平和通１南２－３

011-867-4976

北海道

株式会社ラルズビッグハウス白石店

003-0029 北海道札幌市白石区平和通３北１－１

011-868-0730

北海道

スーパーアークス菊水店

003-0803 北海道札幌市白石区菊水三条５－２－２５

011-837-5757

北海道

株式会社ツルハ菊水三条店

003-0803 北海道札幌市白石区菊水三条５－２－２５

011-820-6000

北海道

株式会社ツルハ菊水上町店

003-0813 北海道札幌市白石区菊水上町三条２

011-817-6776

北海道

株式会社ツルハ北郷店

003-0832 北海道札幌市白石区北郷二条３－３－１０

011-879-1268

北海道

株式会社サンドラッグプラス北郷店

003-0833 北海道札幌市白石区北郷三条６－１－１６

011-874-1400

北海道

株式会社ツルハ厚別東二条店

004-0002 北海道札幌市厚別区厚別東二条１－２－１０

011-807-1213

北海道

株式会社ツルハ大谷地東店

004-0041 北海道札幌市厚別区大谷地東３－３－２０

011-802-3321

北海道

イオン北海道株式会社イオン新さっぽろ店

004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央二条５－７－１

011-892-5121

北海道

ココカラファインカテプリ店

004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央二条５－７カテプリＢ１Ｆ

011-375-6120

北海道

ホーマック株式会社厚別西店

004-0063 北海道札幌市厚別区厚別西三条６－７００－７３

011-893-7511

北海道

株式会社ツルハ厚別西店

004-0063 北海道札幌市厚別区厚別西三条４－６５－１

011-802-2700

北海道

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター厚別店

004-0064 北海道札幌市厚別区厚別西四条２－８－７

011-891-4456

北海道

株式会社ツルハ里塚緑ケ丘店

004-0805 北海道札幌市清田区里塚緑ケ丘２－７－３０

011-888-5268

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー美しが丘南店

004-0814 北海道札幌市清田区美しが丘四条５

011-887-1611

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー清田二条店

004-0842 北海道札幌市清田区清田二条２－２０－２０

011-888-3700

北海道

イオン北海道株式会社イオン札幌平岡店

004-0873 北海道札幌市清田区平岡三条５－３－１

011-889-5001

北海道

サンドラッグ平岡三条店

004-0873 北海道札幌市清田区平岡三条１－１－８

011-807-5434

北海道

株式会社ドン・キホーテ平岡店

004-0874 北海道札幌市清田区平岡四条１－１－３５

011-889-6511

北海道

株式会社ツルハ澄川三条店

005-0003 北海道札幌市南区澄川三条３－３－７

011-837-2002

北海道

株式会社ツルハ真駒内南店

005-0016 北海道札幌市南区真駒内南町４－５－１

011-588-2002

北海道

イオン北海道株式会社イオン札幌藻岩店

005-0802 北海道札幌市南区川沿二条２－１－１

011-571-3100

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー川沿店

005-0803 北海道札幌市南区川沿三条３－３－１０

011-572-5901

北海道

株式会社ツルハ石山店

005-0842 北海道札幌市南区石山二条９－７－５９

011-593-8268

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー西宮の沢四条店

006-0004 北海道札幌市手稲区西宮の沢四条２－４－１

011-669-1820

北海道

株式会社ツルハ手稲富丘店

006-0011 北海道札幌市手稲区富丘一条４－１３－１０

011-688-2680

北海道

株式会社ＬＩＸＩＬビバスーパービバホーム手稲富丘店

006-0012 北海道札幌市手稲区富丘二条２－２－１

011-686-8811

北海道

サツドラクロスモール新発寒店

006-0802 北海道札幌市手稲区新発寒二条１－１－１クロスモール新発寒内

011-669-2525

北海道

株式会社サンドラッグプラス新発寒五条店

006-0805 北海道札幌市手稲区新発寒五条３－１－１４

011-699-3110

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー手稲前田二条店

006-0812 北海道札幌市手稲区前田二条１３－３－２０

011-686-7933

北海道

株式会社ドン・キホーテ手稲店

006-0815 北海道札幌市手稲区前田五条１１－７－１０

011-688-0811

北海道

株式会社ツルハ手稲前田六条店

006-0816 北海道札幌市手稲区前田六条６－１－７

011-699-3268

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー手稲前田店

006-0817 北海道札幌市手稲区前田七条１１－２－２

011-686-8655

北海道

株式会社ツルハ手稲曙三条店

006-0833 北海道札幌市手稲区曙三条３－１４－２７

011-699-8268

北海道

株式会社サンドラッグプラス星置店

006-0851 北海道札幌市手稲区星置一条２－２

011-691-6255

北海道

スーパーセンタートライアル手稲星置店

006-0853 北海道札幌市手稲区星置三条１－１－１

011-686-8686

北海道

イオン株式会社スーパーセンター手稲山口店

006-0860 北海道札幌市手稲区手稲山口４１－６

011-699-8201

北海道

株式会社ツルハ手稲星置店

006-0860 北海道札幌市手稲区手稲山口５１０－１９

011-688-0808

北海道

サツドラ東雁来十一条店

007-0031 北海道札幌市東区東雁来十一条４－１－３０

011-790-5230

北海道

サツドラ東苗穂四条店

007-0804 北海道札幌市東区東苗穂四条２－５－１

011-780-7007

北海道

株式会社ツルハ東苗穂七条店

007-0807 北海道札幌市東区東苗穂七条３－２－１

011-789-8268

北海道

クスリのツルハ東苗穂店

007-0812 北海道札幌市東区東苗穂十二条３－６５１－１

011-790-2083

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー麻生北四十条店

007-0840 北海道札幌市東区北四十条東１－１－２７

011-750-1515

北海道

株式会社ツルハ北四十一条店

007-0841 北海道札幌市東区北四十一条東５－２－１８

011-748-8350

北海道

クスリのツルハ栄町店

007-0843 北海道札幌市東区北四十三条東１５丁目３－１６

011-750-2675

北海道

株式会社ツルハ北五十条店

007-0850 北海道札幌市東区北五十条東８－１－３８

011-712-8268

北海道

株式会社サンドラッグプラス伏古６条店

007-0866 北海道札幌市東区伏古六条４－１－１

011-789-5050

北海道

株式会社ツルハ伏古十一条店

007-0871 北海道札幌市東区伏古十一条４－１－７

011-780-8268

北海道

株式会社サンドラッグプラス伏古店

007-0873 北海道札幌市東区伏古十三条３－２１－１カウボーイ伏古店内

011-783-7170

北海道

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター伏古店

007-0873 北海道札幌市東区伏古十三条３－２１－１

011-783-6161

北海道

株式会社ツルハ函館柳町店

040-0002 北海道函館市柳町７－２４

0138-33-5565

北海道

株式会社サンドラッグ松陰店

040-0003 北海道函館市松陰町２１－２１

0138-52-7070

北海道

株式会社スズラン薬局五稜郭本町店

040-0011 北海道函館市本町２５－１３－１Ｆ

0138-51-2202

北海道

イエローグローブ生活雑貨店

040-0015 北海道函館市梁川町１０－２５テーオーデパート４Ｆ

0138-83-6850

北海道

株式会社ツルハ函館的場店

040-0021 北海道函館市的場町２０－１

0138-30-1268

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー日乃出店

040-0022 北海道函館市日乃出町１７－２２

0138-35-3525

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー函館大縄店

040-0062 北海道函館市大縄町１５－１

0138-62-5088

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー函館宮前店

040-0073 北海道函館市宮前町１７－３

0138-44-0770

北海道

株式会社ツルハ函館桔梗店

041-0801 北海道函館市桔梗町３－３０－１８

0138-34-5268

北海道

サツドラ函館石川店

041-0802 北海道函館市石川町４７０－２

0138-34-6770

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー美原店

041-0806 北海道函館市美原３－１３－５ユニークつしまアドマーニ内

0138-47-6658

北海道

株式会社サンドラッグプラス函館長崎屋店

041-0806 北海道函館市美原１－７－１長崎屋函館店内

0138-45-6219

北海道

株式会社ツルハ美原店

041-0806 北海道函館市美原２－９０－６

0138-34-7830
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北海道

株式会社長崎屋メガドンキホーテ函館店

041-0806 北海道函館市美原１－７－１

0138-45-3810

北海道

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター北美原店

041-0807 北海道函館市北美原１－５－１

0138-34-6850

北海道

株式会社ツルハ函館桔梗南店

041-0808 北海道函館市桔梗２－１０－８

0138-34-7268

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー富岡中央店

041-0811 北海道函館市富岡町３－３２－１

0138-45-1777

北海道

調剤薬局クスリのツルハ昭和店

041-0812 北海道函館市昭和１－２９－７

0138-62-2720

北海道

株式会社ツルハ亀田本町店

041-0813 北海道函館市亀田本町４－５

0138-62-6004

北海道

株式会社ツルハ五稜郭店

041-0821 北海道函館市港町１－１－２

0138-40-0660

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー函館花園店

041-0843 北海道函館市花園町２６－１

0138-33-5033

北海道

株式会社ツルハ函館本通店

041-0851 北海道函館市本通２－３８－１４

0138-30-6268

北海道

ツルハドラッグ函館鍛治店

041-0852 北海道函館市鍛治２－２２－８

0138-83-2358

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー函館中道店

041-0853 北海道函館市中道２－３－１３

0138-35-4222

北海道

株式会社ツルハ七飯店

041-1111 北海道亀田郡七飯町本町４２４－１

0138-64-2268

北海道

株式会社ツルハ七飯鳴川店

041-1112 北海道亀田郡七飯町鳴川町３－２６－８

0138-66-3268

北海道

ツルハドラッグ七飯大川店

041-1122 北海道亀田郡七飯町大川１－２－１３

0138-86-6031

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー大野店

041-1251 北海道北斗市本郷４７－１

0138-77-7301

北海道

イエローグローブ南茅部店

041-1611 北海道函館市川汲町１６３７

0138-25-3811

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー函館川汲店

041-1611 北海道函館市川汲町１６１８－１

0138-25-2100

北海道

サツドラ函館柏木店

042-0942 北海道函館市柏木町１１－１

0138-30-1001

北海道

イエローグローブジャンボイエロー金堀店

042-0944 北海道函館市金堀町１－１９

0138-32-0011

北海道

ココカラファインホーマック湯川店

042-0953 北海道函館市戸倉町２５８ＤＣＭホーマック湯川店内

0138-36-6761

北海道

株式会社ツルハ戸倉店

042-0953 北海道函館市戸倉町２６８－１

0138-36-7778

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー江差柳崎店

043-0021 北海道檜山郡江差町柳崎町１３３－１

0139-52-4112

北海道

イエローグローブ江差店

043-0022 北海道檜山郡江差町伏木戸町５７５

01395-2-5611

北海道

ホーマック株式会社江差柳崎店

043-0022 北海道檜山郡江差町伏木戸町５５８

0139-54-5050

北海道

株式会社ツルハ江差新地町店

043-0053 北海道檜山郡江差町新地町１４

0139-54-2268

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー江差店

043-0055 北海道檜山郡江差町円山２９９－４６

01395-4-2060

北海道

クスリのツルハ倶知安店

044-0036 北海道虻田郡倶知安町南六条西１－１５－５

0136-21-5820

北海道

株式会社ツルハ倶知安南店

044-0045 北海道虻田郡倶知安町南十一条西１

0136-21-2501

北海道

ココカラファインホーマック倶知安店

044-0076 北海道虻田郡倶知安町高砂９１－２１ＤＣＭホーマック内

0136-23-1496

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー岩内店

045-0002 北海道岩内郡岩内町東山９７－４

0135-61-4500

北海道

サツドラ岩内清住店

045-0022 北海道岩内郡岩内町清住２５８

0135-61-2770

北海道

イオン北海道株式会社イオン余市店

046-0003 北海道余市郡余市町黒川町１２－６２－１

0135-23-2527

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー余市店

046-0003 北海道余市郡余市町黒川町１２－６０

0135-21-5666

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー小樽若松店

047-0017 北海道小樽市若松２－６－８

0134-21-6220

北海道

株式会社サンドラッグプラス小樽南店

047-0021 北海道小樽市入船１－１２７－２小樽南生協内

0134-24-5677

北海道

サツドラ朝里店

047-0152 北海道小樽市新光１－９－１７

0134-51-2255

北海道

サツドラニセコ元町店

048-1544 北海道虻田郡ニセコ町元町７４－１６

0136-43-2250

北海道

生活協同組合コープさっぽろ函館店舗物流センター

049-0101 北海道北斗市追分３－６－３

0138-49-7061

北海道

ツルハドラッグ北斗七重浜店

049-0111 北海道北斗市七重浜７－３－４１

0138-86-6345

北海道

株式会社サンドラッグプラス上磯店

049-0111 北海道上磯郡上磯町七重浜７－１４－１カウボーイ上磯内

0138-48-9388

北海道

株式会社ドン・キホーテ函館七重浜店

049-0111 北海道北斗市七重浜７－１５－１３

0138-48-0311

北海道

株式会社ツルハ東久根別店

049-0121 北海道北斗市久根別１－１－１０

0138-74-4368

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー久根別店

049-0122 北海道北斗市東浜２－６－３２

0138-74-3383

北海道

株式会社ツルハ松前店

049-1501 北海道松前郡松前町建石４９－５１

01394-6-2663

北海道

株式会社ツルハ森店

049-2313 北海道茅部郡森町森川町２３３

01374-3-2161

北海道

森共同購買会

049-2326 北海道茅部郡森町御幸町９３

01374-2-2747

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー八雲店

049-3107 北海道二海郡八雲町本町１２５－１５

0137-65-5866

北海道

株式会社ツルハ長万部店

049-3521 北海道山越郡長万部町長万部６８－２

01377-2-6268

北海道

株式会社サッポロドラッグストアーせたな店

049-4501 北海道久遠郡せたな町北檜山区北檜山２１７－２

0137-84-5088

北海道

株式会社ツルハ室蘭中島北店

050-0074 北海道室蘭市中島町１－２８－９－２

0143-42-2278

北海道

株式会社長崎屋室蘭中島店

050-0074 北海道室蘭市中島町１－１９－１１

0143-45-3810

北海道

ココカラファインホーマック中島店

050-0075 北海道室蘭市中島本町１－１０－１ＤＣＭホーマック中島店内

0143-41-6811

北海道

株式会社サンドラッグプラス室蘭ＭＯＲＵＥ中島店

050-0075 北海道室蘭市中島本町１－４－４

0143-41-6500

北海道

ツルハドラッグ室蘭母恋店

051-0004 北海道室蘭市母恋北町２－２－５

0143-83-5111

北海道

株式会社サンドラッグエースエスエードラッグ室蘭中央店

051-0011 北海道室蘭市中央町３－１－８スーパーアークス室蘭中央店内

0143-22-8055

北海道

クスリのツルハ伊達店

052-0021 北海道伊達市末永町８－４ＴＳビル１階

0142-21-2146

北海道

株式会社ツルハ伊達末永店

052-0021 北海道伊達市末永町４９－５４

0142-21-3505

北海道

株式会社サンドラッグプラス伊達梅本店

052-0022 北海道伊達市梅本町３７－２２

0142-21-5001

北海道

株式会社ツルハ沼ノ端北店

053-0000 北海道苫小牧市北栄町１－２３－１

0144-52-5666

北海道

株式会社ツルハ苫小牧王子店

053-0022 北海道苫小牧市表町４

0144-38-8008

北海道

サンドラッグ苫小牧三光店

053-0042 北海道苫小牧市三光町５－７－１４

0144-84-6792

北海道

株式会社ツルハ苫小牧住吉店

053-0046 北海道苫小牧市住吉町２－２９

0144-31-2007

北海道

スーパーセンタートライアル苫小牧東店

053-0053 北海道苫小牧市柳町１－６－９

0144-52-5577

北海道

株式会社サンドラッグ明野店

053-0054 北海道苫小牧市明野新町５－１８－２７

0144-52-5880

北海道

株式会社ツルハ苫小牧弥生店

053-0802 北海道苫小牧市弥生町１－２－８

0144-71-3268

北海道

株式会社サンドラッグ苫小牧光洋店

053-0811 北海道苫小牧市光洋町１－１４－１２

0144-78-2366

北海道

株式会社ツルハ苫小牧日吉店

053-0816 北海道苫小牧市日吉町１－７－２５

0144-71-7268

北海道

株式会社ツルハ苫小牧日新店

053-0833 北海道苫小牧市日新町２－６－３０

0144-71-1788

北海道

株式会社ツルハ苫小牧花園店

053-0853 北海道苫小牧市花園町１－５－１

0144-71-6268

北海道

株式会社札幌ドラッグストアー富川店

055-0001 北海道沙流郡門別町富川北３－３

01456-3-1133

北海道

株式会社ツルハ富川店

055-0006 北海道沙流郡日高町富川南２－２－５

01456-3-1110

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー静内店

056-0025 北海道静内郡静内町木場町２－１５

0146-45-0315

北海道

クスリのツルハ登別中央店

059-0012 北海道登別市中央町７－７－１

0143-81-2062

北海道

スーパーセンタートライアル登別栄町店

059-0033 北海道登別市栄町４－２８－１

0143-82-2220

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー苫小牧ときわ町店

059-1261 北海道苫小牧市ときわ町３－１７－１７

0144-61-5010

北海道

株式会社ツルハ苫小牧明徳店

059-1273 北海道苫小牧市明徳町２－４－８

0144-67-6588

北海道

スーパーセンタートライアル苫小牧西店

059-1275 北海道苫小牧市錦岡５３－１

0144-61-5020

北海道

株式会社ツルハ苫小牧拓勇西店

059-1302 北海道苫小牧市拓勇西町３－２－１

0144-53-5268

北海道

クスリのツルハ沼ノ端店

059-1364 北海道苫小牧市字沼ノ端６３９－３４

0144-51-2085

北海道

ダイコクドラッグ地下鉄さっぽろ駅前店

060-0004 北海道札幌市中央区北四条西３－１－２

011-280-1000

北海道

株式会社コクミン札幌アピア店

060-0005 北海道札幌市中央区北五条西４

011-209-1297

北海道

株式会社ビックカメラ札幌店

060-0005 北海道札幌市中央区北五条西２－１

011-261-1111

北海道

ダイコクドラッグ札幌南二条店

060-0062 北海道札幌市中央区南二条西１－５

011-218-6615

北海道

ＭＥＧＡドン・キホーテ札幌狸小路本店

060-0063 北海道札幌市中央区南三条西４－１２－１アルシェ内

011-207-8011

北海道

サッポロドラッグストアパセオ西店

060-0806 北海道札幌市北区北六条西４パセオ１Ｆ

011-213-5402

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー当別店

061-0223 北海道石狩郡当別町弥生１１７－２

0133-25-2220

北海道

ホーマックニコット月形店

061-0500 北海道樺戸郡月形町神園町２５２－２

0126-37-2300
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北海道

株式会社ツルハ北広島店

061-1101 北海道北広島市中の沢１９３－１

011-376-6000

北海道

株式会社ラルズスーパーアークス大曲店

061-1270 北海道北広島市大曲２６２

011-377-2056

北海道

株式会社サッポロドラッグストアーセリオおおまがり店

061-1272 北海道北広島市大曲末広１－２－１セリオおおまがり内

011-370-3266

北海道

調剤薬局クスリのツルハ恵み野西店

061-1373 北海道恵庭市恵み野西３丁目１－１

0123-39-6022

北海道

株式会社サッポロドラッグストアーフレスポ恵み野店

061-1376 北海道恵庭市恵み野里美２－１５フレスポ恵み野内

0123-35-2005

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー黄金店

061-1408 北海道恵庭市黄金町２１３－３

0123-34-5700

北海道

ツルハドラッグ恵庭大町店

061-1424 北海道恵庭市大町１－３－２

0123-21-9850

北海道

ホーマック株式会社恵庭店

061-1432 北海道恵庭市恵央町１１－１

0123-34-5600

北海道

株式会社ツルハマックスバリュー恵庭店

061-1432 北海道恵庭市恵央町１１－１－１２－１３

0123-39-2461

北海道

株式会社ツルハ恵庭店

061-1441 北海道恵庭市住吉町２４６

0123-35-2062

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー恵庭新町店

061-1445 北海道恵庭市新町３０－１

0123-39-5121

北海道

株式会社ツルハ花川南店

061-3203 北海道石狩市花川南三条５－８

0133-76-1268

北海道

株式会社ツルハ花川北店

061-3213 北海道石狩市花川北三条１

0133-76-2033

北海道

クスリのツルハ樽川店

061-3251 北海道石狩市樽川９条１－１－２

0133-75-6020

北海道

株式会社ラルズビッグハウス花川店

061-3251 北海道石狩市樽川６条１－５

0133-72-6006

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー豊平店

062-0009 北海道札幌市豊平区美園九条３－２３

011-817-7760

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー月寒西一条店

062-0021 北海道札幌市豊平区月寒西一条１１－３－１

011-859-7713

北海道

株式会社サンドラッグ月寒西店

062-0023 北海道札幌市豊平区月寒西三条１０－２－３０

011-856-2233

北海道

株式会社サンドラッグプラス西岡店

062-0033 北海道札幌市豊平区西岡三条５－１－１４

011-856-1461

北海道

株式会社ツルハ西岡三条店

062-0033 北海道札幌市豊平区西岡三条２－５７

011-858-1268

北海道

株式会社ツルハ西岡店

062-0033 北海道札幌市豊平区西岡三条９－１－１

011-855-8577

北海道

株式会社ツルハ月寒東二条店

062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東二条１８－１６３－１２

011-858-3268

北海道

スーパーセンタートライアル月寒店

062-0053 北海道札幌市豊平区月寒東三条１１－１－２１

011-858-7071

北海道

株式会社ラルズスーパーアークス月寒東店

062-0053 北海道札幌市豊平区月寒東三条８－１－３０

011-851-5115

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー豊平三条店

062-0903 北海道札幌市豊平区豊平三条２－１－３５

011-837-6665

北海道

クスリのツルハ豊平４条店

062-0904 北海道札幌市豊平区豊平四条９－３－１リペア豊平内

011-837-3611

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー中の島店

062-0922 北海道札幌市豊平区中の島二条２－３－３

011-841-8040

北海道

株式会社ツルハ中の島二条店

062-0922 北海道札幌市豊平区中の島二条９－４－２１

011-820-3268

北海道

株式会社ラルズビッグハウスエクストラ店

062-0931 北海道札幌市豊平区平岸一条２２－２－１５

011-815-7778

北海道

株式会社ツルハ平岸三条店

062-0933 北海道札幌市豊平区平岸三条１０－３８－２

011-837-5161

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー山の手店

063-0003 北海道札幌市西区山の手三条６－５－１５

011-621-2605

北海道

ツルハドラッグ西野三条店

063-0033 北海道札幌市西区西野三条８－９－１８

011-213-7819

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー西野店

063-0038 北海道札幌市西区西野八条４－１１

011-669-1717

北海道

株式会社ツルハ宮の沢店

063-0051 北海道札幌市西区宮の沢一条４－１０６－１０

011-669-7881

北海道

株式会社ツルハ西町北店

063-0061 北海道札幌市西区西町北１０

011-669-5050

北海道

イオン北海道株式会社イオン札幌琴似店

063-0812 北海道札幌市西区琴似二条４－２－２

011-644-0011

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー発寒五条店

063-0825 北海道札幌市西区発寒五条８－１－３７

011-669-3133

北海道

株式会社サンドラッグ発寒六条店

063-0826 北海道札幌市西区発寒六条９－１７－４０

011-669-2111

北海道

イオン北海道株式会社イオン札幌発寒店

063-0828 北海道札幌市西区発寒八条１２－１

011-669-5000

北海道

株式会社ツルハ発寒中央駅前店

063-0830 北海道札幌市西区発寒十条３－１－１０

011-669-7268

北海道

株式会社ラルズラルズストア発寒店

063-0834 北海道札幌市西区発寒十四条４－２－２３

011-666-1212

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー琴似八軒店

063-0846 北海道札幌市西区八軒六条西１

011-640-1218

北海道

株式会社ツルハ八軒店

063-0846 北海道札幌市西区八軒六条西６－３５２－１

011-633-2393

北海道

株式会社ツルハ琴似駅東口店

063-0861 北海道札幌市西区八軒一条東１－４－１

011-640-6268

北海道

株式会社サンドラッグ南四条店

064-0804 北海道札幌市中央区南四条西１８－１－１５

011-520-6681

北海道

ツルハドラッグ南六条店

064-0806 北海道札幌市中央区南六条西９－１０１８－２

011-518-9268

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー旭ケ丘南八条店

064-0808 北海道札幌市中央区南八条西２３－４－１

011-520-0370

北海道

株式会社ツルハ南八条店

064-0808 北海道札幌市中央区南八条西７－１０３７－２７

011-530-6268

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー南十一条店

064-0811 北海道札幌市中央区南十一条西１０－２－１

011-520-6565

北海道

株式会社ツルハ円山店

064-0821 北海道札幌市中央区北一条西２４－４－１

011-633-8268

北海道

ツルハドラッグ北円山店

064-0822 北海道札幌市中央区北二条西２８－１－２６

011-215-4223

北海道

サツドラ円山西２８丁目店

064-0825 北海道札幌市中央区北五条西２８－１

011-633-1300

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー伏見啓明店

064-0913 北海道札幌市中央区南十三条西２２－１－１５

011-520-1661

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー山鼻南十四条店

064-0914 北海道札幌市中央区南十四条西１５－２－１２

011-562-1620

北海道

サツドラ南二十二条店

064-0922 北海道札幌市中央区南二十二条西７－１－１

011-213-1336

北海道

株式会社ツルハ宮の森三条店

064-0953 北海道札幌市中央区宮の森三条６－２－１５

011-633-4268

北海道

株式会社ツルハ北十条店

065-0010 北海道札幌市東区北十条東５

011-712-7060

北海道

クスリのツルハ北十二条店

065-0012 北海道札幌市東区北十二条東８－３－１

0117-33-8350

北海道

株式会社ツルハ北十八条東店

065-0018 北海道札幌市東区北十八条東１５－１－１０

011-748-3268

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー北十九条店

065-0019 北海道札幌市東区北十九条東１５－５－１

011-748-3373

北海道

株式会社ツルハ元町店

065-0024 北海道札幌市東区北二十四条東２０－１－２１

011-780-2311

北海道

クスリのツルハ北２６条店

065-0026 北海道札幌市東区北二十六条東５－３９９－３

011-750-5265

北海道

イオン北海道株式会社イオン札幌元町店

065-0031 北海道札幌市東区北三十一条東１５－１－１

011-750-5200

北海道

株式会社ラルズビッグハウス千歳店

066-0017 北海道千歳市日の出１－１－６６

0123-26-6660

北海道

ツルハドラッグ千歳住吉店

066-0026 北海道千歳市住吉２－７－８

0123-29-5578

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー千歳店

066-0037 北海道千歳市新富３－９－３

0123-40-7022

北海道

イオン北海道株式会社イオン千歳店

066-0061 北海道千歳市栄町６－５１

0123-24-3100

北海道

株式会社ツルハ千歳緑町店

066-0074 北海道千歳市緑町２－１－５８

0123-49-6268

北海道

株式会社サンドラッグプラスちとせモール店

066-0078 北海道千歳市勇舞８－１－１

0123-40-1680

北海道

株式会社ツルハ上江別店

067-0064 北海道江別市上江別４３０－２

011-391-3078

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー江別一番町店

067-0072 北海道江別市一番町４－２０

011-380-2505

北海道

ホーマック株式会社岩見沢東店

068-0002 北海道岩見沢市二条東１２丁目１－１

0126-25-8181

北海道

株式会社ツルハ岩見沢五条店

068-0005 北海道岩見沢市五条東６－３－９

0126-31-1268

北海道

株式会社サンドラッグ岩見沢八条東店

068-0008 北海道岩見沢市八条東１１－８－１９

0126-33-9700

北海道

サツドラ岩見沢６条店

068-0026 北海道岩見沢市六条西３－２－４

0126-35-5350

北海道

株式会社サンドラッグプラス岩見沢十条西店

068-0030 北海道岩見沢市十条西１９－１－１

0126-32-7550

北海道

株式会社ツルハ岩見沢鉄北店

068-0044 北海道岩見沢市北四条西１１－３－２４

0126-32-9268

北海道

ホームセンターツルヤ夕張店

068-0531 北海道夕張市清水沢４－６０－１２

0123-59-2300

北海道

株式会社ツルハ岩見沢駒園店

068-0834 北海道岩見沢市駒園７－３－４０

0126-24-8680

北海道

株式会社ツルハ岩見沢大和店

068-0851 北海道岩見沢市大和一条８－３

0126-32-0051

北海道

株式会社ラルズビッグハウス岩見沢店

068-0851 北海道岩見沢市大和一条９－１－１

0126-32-0100

北海道

イオン北海道株式会社イオン岩見沢店

068-0854 北海道岩見沢市大和四条８－１

0126-33-6100

北海道

ホーマックニコット三笠店

068-2156 北海道三笠市宮本町４９１－３

01267-4-4100

北海道

株式会社ツルハ南幌店

069-0235 北海道空知郡南幌町中央２－１－２

011-378-7268

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー江別錦町店

069-0811 北海道江別市錦町４３－３

011-391-6161

北海道

イオン北海道株式会社イオン江別店

069-0812 北海道江別市幸町３５

011-384-3100

北海道

株式会社ツルハ江別住吉店

069-0816 北海道江別市野幌住吉町３７－２

011-391-6268
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北海道

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター野幌店

069-0824 北海道江別市東野幌本町７－７０

011-381-8080

北海道

株式会社ラルズビッグハウス野幌店

069-0824 北海道江別市東野幌本町３５－２

011-380-6811

北海道

ビッグドラッグ大麻店

069-0845 北海道江別市大麻６７－１ビッグハウス内

011-387-5557

北海道

株式会社ラルズビックハウス大麻店

069-0845 北海道江別市大麻６７－１

011-387-5557

北海道

株式会社サンドラッグプラス大麻駅前ラルズ店

069-0854 北海道江別市大麻中町２６－９

011-398-2771

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー栗山朝日店

069-1513 北海道夕張郡栗山町朝日４－１０－１

0123-73-2828

北海道

株式会社ツルハ栗山店

069-1513 北海道夕張郡栗山町朝日４－３１－１

0123-73-6355

北海道

ツルハドラッグ旭川４条店

070-0034 北海道旭川市４条通１５－７５０

0166-76-6681

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー旭川４条通店

070-0034 北海道旭川市４条通１０－２１８９－１

0166-21-8330

北海道

株式会社サンドラッグプラス旭川川端店

070-0817 北海道旭川市川端町七条１０

0166-59-5750

北海道

株式会社ツルハ近文店

070-0825 北海道旭川市北門町１４－２１４４

0166-59-0033

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー旭川大町店

070-0842 北海道旭川市大町２条７－７７－１２

0166-46-9800

北海道

株式会社ツルハ旭川大町３条店

070-0843 北海道旭川市大町３条５－２３９７－１８

0166-46-6268

北海道

ホーマック株式会社春光店

070-0901 北海道旭川市花咲町６－２２７２－６２

0166-53-1496

北海道

株式会社長崎屋メガドンキホーテ旭川店

070-0991 北海道旭川市春光六区一条３－３６６

0166-53-3810

北海道

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター神楽店

070-8004 北海道旭川市神楽４条１２－１２－１５

0166-63-6611

北海道

クスリのツルハ神楽店

070-8005 北海道旭川市神楽五条９－２－２７

0166-69-2006

北海道

ツルハドラッグ旭川神楽５条店

070-8005 北海道旭川市神楽５条１２－１－２０

0166-76-6175

北海道

クスリのツルハ忠和店

070-8044 北海道旭川市忠和四条５丁目４－１１

0166-69-2009

北海道

株式会社ツルハ上富良野旭町店

071-0553 北海道空知郡上富良野町旭町４－２１２－１０８

0167-45-1268

北海道

株式会社ツルハ東神楽店

071-1521 北海道上川郡東神楽町ひじり野北一条３

0166-83-6013

北海道

クスリのツルハ末広１条店

071-8131 北海道旭川市末広一条４－２５１－２６２

0166-46-8588

北海道

株式会社ツルハ旭川末広北店

071-8131 北海道旭川市末広１条１０－１－２０

0166-57-3268

北海道

株式会社サンドラッグプラス春光店

071-8134 北海道旭川市末広四条１－４５２－７７コープ札幌春光店内

0166-54-3839

北海道

株式会社ツルハ旭川春光台店

071-8143 北海道旭川市春光台３条４－６－３

0166-50-2268

北海道

クスリのツルハ美唄店

072-0004 北海道美唄市東三条北４－１０９３－６

01266-6-6951

北海道

イオン北海道株式会社イオン滝川店

073-0024 北海道滝川市東町２－２５－３

0125-24-4711

北海道

クスリのツルハ滝川東店

073-0024 北海道滝川市東町３－１１８－３

0125-26-1185

北海道

株式会社札幌ドラッグストアーアシルスガワ店

073-0131 北海道砂川市東一条南１１－９

0125-54-2933

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー深川店

074-0003 北海道深川市三条１８－２８

0164-26-8701

北海道

株式会社ツルハ深川文光店

074-0013 北海道深川市文光町７－１８

0164-26-8500

北海道

株式会社ツルハ新芦別店

075-0014 北海道芦別市北四条東１－９－１

0124-24-6200

北海道

株式会社ツルハ富良野弥生店

076-0018 北海道富良野市弥生町４－３６

0167-22-8268

北海道

ホーマック株式会社留萌店

077-0014 北海道留萌市南町４－７４－１

0164-42-1400

北海道

ホーマックニコット増毛店

077-0225 北海道増毛郡増毛町南暑寒町３－４６－９

0164-53-9100

北海道

ツルハドラッグ当麻店

078-1332 北海道上川郡当麻町宇園別２区

0166-84-7013

北海道

株式会社ツルハ羽幌店

078-4123 北海道苫前郡羽幌町栄町１１７－５

0164-69-2880

北海道

株式会社ツルハ旭川二条店

078-8212 北海道旭川市二条通２－２３

0166-37-0037

北海道

株式会社サンドラッグプラス東光店

078-8231 北海道旭川市豊岡一条５－３２４－３コープルミネ東光内

0166-33-7473

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー旭川豊岡４条店

078-8234 北海道旭川市豊岡４条３－６－１３

0166-37-7666

北海道

クスリのツルハ東光１条店

078-8341 北海道旭川市東光一条７－１－１５

0166-39-3356

北海道

株式会社ツルハ東光９条店

078-8349 北海道旭川市東光九条１

0166-37-4161

北海道

株式会社ツルハ東光十条店

078-8350 北海道旭川市東光十条４

0166-39-3139

北海道

株式会社道北ラルズビッグハウス東光店

078-8350 北海道旭川市東光十条７－１－３３

0166-35-1717

北海道

株式会社ツルハ東光十二条店

078-8352 北海道旭川市東光十二条６－５－２８

0166-37-4771

北海道

株式会社ツルハ赤平店

079-1143 北海道赤平市赤平５４０

0125-34-4115

北海道

株式会社サンドラッグプラス旭川Ｓｈｅｎａ店

079-8413 北海道旭川市永山三条１５－１

0166-47-3435

北海道

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター永山店

079-8413 北海道旭川市永山３条４－１－３

0166-49-5015

北海道

クスリのツルハ永山南店

079-8417 北海道旭川市永山七条５丁目１－１７

0166-49-2131

北海道

株式会社ツルハ永山環状通店

079-8417 北海道旭川市永山７条５－１－１５

0166-40-0268

北海道

株式会社サンドラッグプラス永山ウェスタンパワーズ店

079-8422 北海道旭川市永山十二条３－１２２－５５

0166-49-6205

北海道

サンドラッグプラス西５条弥生店

080-0015 北海道帯広市西五条南２８－１－２

0155-66-7481

北海道

ツルハドラッグ帯広西五条店

080-0015 北海道帯広市西五条南１８－１２

0155-67-8144

北海道

クスリのツルハ弥生店

080-0018 北海道帯広市西八条南２９－４－６

0155-49-0880

北海道

サツドラ帯広西八条店

080-0018 北海道帯広市西八条南１７－２

0155-20-1105

北海道

株式会社ツルハ帯広西十二条店

080-0022 北海道帯広市西十二条南３－２－１

0155-58-1160

北海道

株式会社ツルハ緑西店

080-0027 北海道帯広市西十七条南４

0155-58-3400

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー春駒通店

080-0028 北海道帯広市西十八条南４

0155-58-6211

北海道

クスリのツルハ帯広北店

080-0046 北海道帯広市西十六条北１丁目１２－７８

0155-38-2231

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー白樺店

080-0051 北海道帯広市白樺十六条西２－７－７

0155-38-2733

北海道

株式会社サンドラッグぴあざフクハラ音更店

080-0111 北海道河東郡音更町木野大通東１６－１

0155-43-4170

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー音更宝来店

080-0162 北海道河東郡音更町ひびき野仲町１－９

0155-30-9033

北海道

クスリのツルハ音更店

080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西１５－２－４

0155-32-2025

北海道

サツドラ音更店

080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西１１－２－２

0155-43-5561

北海道

株式会社ツルハ音更木野店

080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西７

0155-43-5560

北海道

クスリのツルハ帯広東四条店

080-0804 北海道帯広市東四条南１６－４－１

0155-20-2171

北海道

スーパーセンタートライアル帯広東店

080-0805 北海道帯広市東五条南３－１２－１

0155-20-6660

北海道

株式会社ツルハ帯広東九条店

080-0809 北海道帯広市東九条南９－４－１

0155-28-4268

北海道

ココカラファインホーマック稲田店

080-0831 北海道帯広市稲田町南９線西９－１ＤＣＭホーマック稲田店内

0155-49-1101

北海道

ホーマックニコット士幌店

080-1200 北海道河東郡士幌町士幌西２線１６１ＡＳＰＯ内

01564-9-5300

北海道

ツルハドラッグ帯広西２０条店

080-2470 北海道帯広市西二十条南２－３１－７

0155-66-4392

北海道

クスリのツルハ帯広西店

080-2473 北海道帯広市西二十三条南３－６２－３

0155-61-0038

北海道

ホームセンターツルヤ新得店

081-0038 北海道上川郡新得町新得東一線３６－７

0156-64-7900

北海道

サンドラッグ鳥取大通店

084-0906 北海道釧路市鳥取大通２－２－２４スーパーアークス釧路店内

0154-65-5593

北海道

ツルハドラッグ釧路鳥取大通中央店

084-0906 北海道釧路市鳥取大通３－１３－１０

0154-68-4540

北海道

ホーマック株式会社星が浦店

084-0912 北海道釧路市星が浦大通２丁目６－３６

0154-54-2111

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー星が浦店

084-0912 北海道釧路市星が浦大通１－４－２２

0154-55-4811

北海道

株式会社サンドラッグプラス星が浦店

084-0912 北海道釧路市星が浦大通２－６－１

0154-55-2771

北海道

スーパーセンタートライアル釧路川端店

085-0044 北海道釧路市川端町１－７

0154-21-5125

北海道

株式会社ツルハ新橋大通店

085-0046 北海道釧路市新橋大通１－２－１７

0154-21-8268

北海道

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター益浦店

085-0803 北海道釧路市益浦１－１０－７

0154-92-3555

北海道

クスリのツルハ武佐店

085-0806 北海道釧路市武佐３－６１－１３

0154-47-2511

北海道

生協コープさっぽろくしろ中央店

085-0806 北海道釧路市武佐１－１－１７

0154-46-0902

北海道

株式会社ツルハ釧路緑ケ岡店

085-0814 北海道釧路市緑ケ岡４－８－８０

0154-44-6008

北海道

クスリのツルハ中標津店

086-1015 北海道標津郡中標津町東十五条南１丁目

01537-8-7940

北海道

クスリのツルハ根室店

087-0005 北海道根室市宝町１－６８－３

01532-9-2222

北海道

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター別保店

088-0605 北海道釧路郡釧路町別保原野南２５－５４－１

0154-40-6611
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北海道

イオン北海道株式会社イオン釧路店

088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木１－１－７

0154-36-3111

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー桂木店

088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木３－４

0154-39-2218

北海道

株式会社サンドラッグプラス桂木店

088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木６－４

0154-39-0010

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー厚岸店

088-1128 北海道厚岸郡厚岸町港町１０２

0153-53-3223

北海道

株式会社ツルハ釧路河畔店

088-2143 北海道釧路郡釧路町河畔３－１

0154-40-6268

北海道

ツルハドラッグ弟子屈店

088-3202 北海道川上郡弟子屈町鈴蘭１－３－６

015-486-7257

北海道

ホームセンターツルヤ弟子屈店

088-3202 北海道川上郡弟子屈町鈴蘭４－１－３

015-482-8600

北海道

イエローグローブ清水店

089-0116 北海道上川郡清水町南八条７－７

0156-69-2611

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー幕別札内店

089-0531 北海道中川郡幕別町札内暁町４－２

0155-55-5722

北海道

ホーマック株式会社札内店

089-0538 北海道中川郡幕別町札内共栄町１６３－４

0155-23-1496

北海道

ツルハドラッグ札内あかしや店

089-0552 北海道中川郡幕別町札内あかしや町４２－１４

0155-55-5268

北海道

ツルハドラッグ広尾店

089-2624 北海道広尾郡広尾町並木通東２－２－９

01558-8-9385

北海道

ホームセンターツルヤ広尾店

089-2624 北海道広尾郡広尾町並木通東３－５３

01558-2-6550

北海道

株式会社ツルハ本別店

089-3314 北海道中川郡本別町南１－２－２５

0156-23-0321

北海道

株式会社ツルハ足寄店

089-3733 北海道足寄郡足寄町西町５－２－１６

0156-25-8787

北海道

ホームコンビニツルヤ浦幌店

089-5606 北海道十勝郡浦幌町住吉町６５－３５

01557-9-7900

北海道

ホームセンターツルヤ留辺蕊店

090-0000 北海道北見市留辺蘂町旭９７－１

0157-67-2210

北海道

株式会社サンドラッグ北見青葉店

090-0018 北海道北見市青葉町１２－２３

0157-69-5561

北海道

クスリのツルハ夕陽ケ丘店

090-0052 北海道北見市北進町３１－７７

0157-69-8818

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー北見若葉店

090-0058 北海道北見市高栄西町１０－１３－７

0157-69-3877

北海道

株式会社ツルハ北見高栄店

090-0058 北海道北見市高栄西町７－６－１２

0157-69-3268

北海道

スーパーセンタートライアル北見中ノ島店

090-0813 北海道北見市中ノ島町２－２－１３

0157-66-2060

北海道

株式会社ツルハ北見とん田西町店

090-0834 北海道北見市とん田西町３０８－１

0157-69-1268

北海道

ツルハドラッグ北見中央三輪店

090-0837 北海道北見市中央三輪２－４０１－２

0157-57-1977

北海道

株式会社ツルハメッセ店

090-0837 北海道北見市中央三輪５－４２３－５

0157-66-4060

北海道

株式会社ツルハ美幌新町店

092-0015 北海道網走郡美幌町新町１－７－２

0152-75-0268

北海道

クスリのツルハ美幌店

092-0027 北海道網走郡美幌町稲美８９－４

01527-5-0345

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー美幌店

092-0027 北海道網走郡美幌町稲美９０－２

0152-75-1122

北海道

クスリのツルハつくしケ丘店

093-0034 北海道網走市つくしケ丘２－８８－２９

0152-61-2181

北海道

ホーマック株式会社網走店

093-0034 北海道網走市つくしケ丘１－９０－１６４

0152-45-1496

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー網走店

093-0034 北海道網走市つくしケ丘２－８８－９

0152-61-6361

北海道

株式会社ツルハ網走北店

093-0074 北海道網走市北四条西４－１－５

0152-61-1281

北海道

ホームコンビニツルヤ常呂店

093-0213 北海道北見市常呂町土佐３５－１０

0152-63-2210

北海道

イエローグローブ佐呂間店

093-0502 北海道常呂郡佐呂間町永代町１９

01587-5-3011

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー紋別店

094-0007 北海道紋別市落石町１－２８－３５

01582-6-4336

北海道

株式会社ツルハ紋別落石店

094-0007 北海道紋別市落石町２－４－５

01582-6-2201

北海道

ツルハドラッグ紋別緑町店

094-0014 北海道紋別市緑町５－６－１７

0158-26-2268

北海道

株式会社ツルハ士別中央店

095-0014 北海道士別市東四条５

0165-29-7068

北海道

クスリのツルハ名寄西４条店

096-0014 北海道名寄市西四条南６－７

01654-9-7050

北海道

クスリのツルハ名寄徳田店

096-0071 北海道名寄市徳田８８－６名寄徳田ショッピングセンター内

01654-9-2822

北海道

サツドラ稚内ララプラザ店

097-0002 北海道稚内市潮見１－１０－１５ラルズプラザ稚内店内

0162-34-6006

北海道

西條百貨店稚内店

097-0005 北海道稚内市大黒４丁目７－１

0162-24-5151

北海道

株式会社サッポロドラッグストアー稚内中央店

097-0022 北海道稚内市中央２－１４－２３

0162-29-0313

北海道

Ｑマート下川店

098-1207 北海道上川郡下川町錦町１１－１

01655-5-2000

北海道

クスリのツルハ枝幸店

098-5807 北海道枝幸郡枝幸町本町６４８

01636-9-2150

北海道

クスリのツルハ遠軽店

099-0416 北海道紋別郡遠軽町大通北４

01584-9-2140

北海道

ツルハドラッグ女満別店

099-2324 北海道網走郡大空町女満別西四条４－２－８

0152-75-6268

北海道

株式会社ツルハ斜里店

099-4117 北海道斜里郡斜里町青葉町２６

01522-2-2501

北海道

株式会社ツルハ湧別店

099-6322 北海道紋別郡湧別町北兵村三区５１８－１

01586-4-2268
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