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総合メディカル株式会社
そうごう薬局　五所川原店 青森県五所川原市中央２－２４
そうごう薬局　黒石病院前店 青森県黒石市北美町１－７４－１
そうごう薬局　弘前駅前店 青森県弘前市駅前町１１－２
そうごう薬局　桔梗野店 青森県弘前市桔梗野２－１３－２３
そうごう薬局　松原店 青森県弘前市松原東２－１４－６
そうごう薬局　アルカディア店 青森県弘前市扇町１－１－６
そうごう薬局　旭町店 福島県南相馬市原町区旭町３－２４
そうごう薬局　鹿島店 福島県南相馬市鹿島区横手字榎内１７
そうごう薬局　本宮店 福島県本宮市本宮字南町裡１１７－３
そうごう薬局　福島笹木野店 福島県福島市笹木野字中西裏１８－４
そうごう薬局　北本店 埼玉県北本市下石戸下４９４－９
そうごう薬局　ときがわ店 埼玉県比企郡ときがわ町大字馬場４９－６
そうごう薬局　柳崎店 埼玉県川口市柳崎３－７－２６
そうごう薬局　ららぽーと富士見店 埼玉県富士見市山室１－１３１３ ららぽーと富士見１階
そうごう薬局　本川越店 埼玉県川越市通町５－１９
そうごう薬局　日進店 埼玉県さいたま市北区日進町２－１０８２－３－１０１
そうごう薬局　中浦和店 埼玉県さいたま市桜区西堀５－３－４０
そうごう薬局　針ヶ谷店 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷１－８－１２
そうごう薬局　坂戸店 埼玉県坂戸市中小坂８９９－３１
そうごう薬局　小手指店 埼玉県所沢市小手指南４－１３－７
そうごう薬局　北鴻巣店 埼玉県鴻巣市赤見台４－２３－６
そうごう薬局　坂戸駅前店 埼玉県坂戸市日の出町６－２４　升屋マンションビル１０１
そうごう薬局　国定店 群馬県伊勢崎市市場町２－１７０９
そうごう薬局　館林店 群馬県館林市富士見町１５－３９
そうごう薬局　藪塚店 群馬県太田市六千石町１１６－５
そうごう薬局　豊科店 長野県安曇野市豊科５７３１－１７
そうごう薬局　境東店 群馬県伊勢崎市境東２２０－７
そうごう薬局　堀金店 長野県安曇野市堀金鳥川５０２７－１
そうごう薬局　相生店 群馬県桐生市相生町３－１７１－２５
そうごう薬局　穂高店 長野県安曇野市穂高柏原１１２２－１０
そうごう薬局　伊勢崎店 群馬県伊勢崎市上諏訪町２０１１－２
そうごう薬局　城町店 群馬県館林市城町９１７－１
そうごう薬局　東矢島店 群馬県太田市東矢島町１１２３－１１
そうごう薬局　安中店 群馬県安中市原市１－９－１１
そうごう薬局　新治店 群馬県利根郡みなかみ町湯宿温泉５６３－２
そうごう薬局　沼田店 群馬県沼田市久屋原町３３６－６
そうごう薬局　佐野店 群馬県高崎市倉賀野町３１－３
そうごう薬局　八千代店 群馬県高崎市八千代町４－６－２
そうごう薬局　中之条店 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町１７８４－４
そうごう薬局　群馬町店 群馬県高崎市中泉町６０７－２
そうごう薬局　藤岡店 群馬県藤岡市岡之郷清水６８５－３
そうごう薬局　利根中央店 群馬県沼田市沼須町９９２－１
そうごう薬局　中尾店 群馬県高崎市中尾町１３０６－８
そうごう薬局 ふれあい通り店 埼玉県さいたま市浦和区常盤９－３２－２０
そうごう薬局　永山店 東京都多摩市乞田１４２６  ＫＴＡビル１階
そうごう薬局　東新宿駅前店 東京都新宿区新宿７－２７－１２　コンフォリア東新宿ステーションフロント１階
そうごう薬局　東村山店 東京都東村山市久米川町４－２－３４
そうごう薬局　武蔵野台店 東京都府中市白糸台５－３９－１０　谷中商事ビル１階
そうごう薬局　伊勢原店 神奈川県伊勢原市田中２９２－１
そうごう薬局　厚木店 神奈川県厚木市温水１２７－１
そうごう薬局　東海大学前店 神奈川県秦野市北矢名１３０９－１　ハレクラニ１階Ａ－１
そうごう薬局　子母口店 神奈川県川崎市高津区子母口４９７－２
そうごう薬局　長津田店 神奈川県横浜市緑区長津田４－１１－１５
そうごう薬局　今宿店 神奈川県横浜市旭区今宿西町２８５－１
そうごう薬局　トレッサ横浜店 神奈川県横浜市港北区師岡町７００  トレッサ横浜南棟１階
そうごう薬局　芹が谷店 神奈川県横浜市港南区芹が谷５－５５－１０　１階
そうごう薬局　梶が谷店 神奈川県川崎市高津区末長１－９－１　スタイリオ梶が谷ＭＡＬＬ５階
そうごう薬局　つきみ野店 神奈川県大和市つきみ野１－６－２９
そうごう薬局　南加瀬店 神奈川県川崎市幸区南加瀬３－５－３　１階
そうごう薬局　登戸駅前店 神奈川県川崎市多摩区登戸２５６５－１　イル・マーレ１階
そうごう薬局　北安東店 静岡県静岡市葵区北安東３－２０－１８
そうごう薬局　下島店 静岡県静岡市駿河区下島３１９－４
そうごう薬局　長浜店 滋賀県長浜市湖北町山本字村ノ内１２０２
そうごう薬局　都島店 大阪府大阪市都島区善源寺町２－２－２２
そうごう薬局　あべのベルタ店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋３－１０－１－１００  阿倍野スポーツセンター西側１階
そうごう薬局　今福つるみ店 大阪府大阪市城東区今福東１－１３－８　1階
そうごう薬局　八尾店 大阪府八尾市北本町２－１５－２７
そうごう薬局　古屋店 和歌山県和歌山市古屋５９
そうごう薬局　かしはら店 奈良県橿原市四分町２－１
そうごう薬局　HAT神戸店 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通２－２－３
そうごう薬局　番町店 香川県高松市番町２－６－２６
そうごう薬局　新倉敷店 岡山県倉敷市玉島上成５３９－７
そうごう薬局　新見店 岡山県新見市高尾２２９２－１
そうごう薬局　南春日店 岡山県倉敷市水島南春日町６－３
そうごう薬局　水島中央店 岡山県倉敷市水島青葉町２－４０
そうごう薬局　児島店 岡山県倉敷市児島稗田町１８３８－１
そうごう薬局　倉田店 岡山県岡山市中区倉田２４１－３７



そうごう薬局　Ｐモール藤田店 岡山県岡山市南区藤田５６０－５１８
そうごう薬局　福山店 広島県福山市御門町１－３－３１
そうごう薬局　蔵王店 広島県福山市南蔵王町５－１４－１０
そうごう薬局　西条店 広島県東広島市西条岡町５－１９
そうごう薬局　御薗宇中央店 広島県東広島市西条町御薗宇７１４－５２
そうごう薬局　草津店 広島県広島市西区草津本町１５－２０
そうごう薬局　尾長東店 広島県広島市東区尾長東２－７－２９
そうごう薬局　倉重店 広島県広島市佐伯区倉重１－９６－１
そうごう薬局　陽光台店 広島県廿日市市陽光台５－１２－１
そうごう薬局　川尻店 広島県呉市川尻町東１－２１－２
そうごう薬局　大竹店 広島県大竹市立戸２－６－２５
そうごう薬局　安川通り店 広島県広島市安佐南区相田１－１４－４
そうごう薬局　五日市中央店 広島県広島市佐伯区五日市中央３－８－１４
そうごう薬局　フジグラン広島店 広島県広島市中区宝町２－１　フジグラン広島４階
そうごう薬局　藤脇店 広島県呉市音戸町藤脇２－１８－８
そうごう薬局　串戸店 広島県廿日市市串戸５－３－５０
そうごう薬局　野方店 福岡県福岡市西区野方７－７５９－４
そうごう薬局　野方東店 福岡県福岡市西区野方６－３６－２６
そうごう薬局　広川店 福岡県八女郡広川町新代１３８９－２
そうごう薬局　田主丸店 福岡県久留米市田主丸町上原３０５－１１
そうごう薬局　吉井店 福岡県うきは市吉井町６０９－８
そうごう薬局　浮羽店 福岡県うきは市浮羽町古川１０５３－２
そうごう薬局　小郡中央店 福岡県小郡市小郡２７３－１
そうごう薬局　久留米医大前店 福岡県久留米市旭町１１　副島ビル１階
そうごう薬局　北野店 福岡県久留米市北野町今山５１６－１３
そうごう薬局　田隈店 福岡県大牟田市田隈９２４
そうごう薬局　渡瀬店 福岡県みやま市高田町濃施471-1
そうごう薬局　大牟田上町店 福岡県大牟田市上町２－１－２
そうごう薬局　佐賀兵庫店 佐賀県佐賀市兵庫町大字渕１９０４－１０
そうごう薬局　青葉町店 福岡県大牟田市青葉町３１－１０
そうごう薬局　小佐々店 長崎県佐世保市小佐々町黒石３５４－７
そうごう薬局　大洋堂店 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷２３２４
そうごう薬局　大村店 長崎県大村市西大村本町２１０－５
そうごう薬局　大村東店　 長崎県大村市東本町５２４
そうごう薬局　池内店 宮崎県宮崎市池内町数太木１７６３－１　
そうごう薬局　村角店 宮崎県宮崎市村角町北田１３３－２
そうごう薬局　日向店 宮崎県東臼杵郡門川町南町４－１４７

総合メディカル・ファーマシー中部株式会社
ハロー薬局　せと店 愛知県瀬戸市水南町１５６－４
ハロー薬局　豊田店 愛知県豊田市日南町５－４７－７
ハロー薬局　豊田竜神店 愛知県豊田市竜神町竜神２３－２
ハロー薬局　愛知淑徳大学前店 愛知県長久手市片平２－９
ハロー薬局　長久手店 愛知県長久手市岩作中島４３－１
ハロー薬局　新瀬戸駅前店 愛知県瀬戸市東横山町１１３ ベルメゾン青山１階
ハロー薬局　岡崎店 愛知県岡崎市宮地町柳畑５０－３
ハロー薬局　知多店 愛知県知多市新知台２－９－２９
ハロー薬局　原店 愛知県名古屋市天白区原５－２０９
ナツメ薬局　桜山店 愛知県名古屋市昭和区桜山町４－７１  夏目ビル１階
ナツメ薬局　陶生店 愛知県名古屋市昭和区陶生町１－７－６
ナツメ薬局　堀田店 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町２１－１５
ハロー薬局　忠次店 愛知県名古屋市南区忠次１－１－６メディカルガーデン名古屋南１階
ハロー薬局　みわ店 愛知県あま市森山弁才天７２－３
ハロー薬局　福岡中店 岐阜県中津川市福岡９４３－３６　エスポワール１０１
ハロー薬局　田瀬店 岐阜県中津川市田瀬９７２－１
ハロー薬局　付知店 岐阜県中津川市付知町５８０６－４
ハロー薬局　加子母店 岐阜県中津川市加子母５０６１－１０
くりの木薬局 岐阜県中津川市苗木字那木３７２０－１コーポガーデン１階
ハロー薬局　白川店 岐阜県加茂郡白川町坂ノ東字御堂前５７７９－１
ハロー薬局　飯田松尾店 長野県飯田市松尾上溝６３１７－１
ハロー薬局　如意店 愛知県名古屋市北区如意２－９６
ハロー薬局　北里店 愛知県小牧市小木西３－１０５
ハロー薬局　春日井北店 愛知県春日井市西山町３－１５－５
あさひが丘薬局　勝川店 愛知県春日井市勝川町８－１３勝川駅南口ビル１階

株式会社あおば調剤薬局
あおば調剤薬局　富川店　　 北海道沙流郡富川北６－２－１０
あおば薬局　屯田店 北海道札幌市北区屯田７条３－１０－１６
あおば薬局　本町店 北海道札幌市東区本町１条７－１－４７

みよの台薬局株式会社
在宅調剤センター青砥店 東京都葛飾区青戸５－１４－５　青山マンション１０３
ひまわり調剤薬局 栃木県下都賀郡野木町友沼５３２０－４


