
北海道の店舗リスト

店舗住所 店名 店舗名

北海道旭川市４条通１０－２１８９－１ サッポロドラッグ 旭川4条通店
北海道旭川市神楽岡６条６－１－８ サッポロドラッグ 旭川ﾌﾟﾗﾀﾅｽ通り店
北海道旭川市永山３条８－１－１５ サッポロドラッグ 旭川永山3条店
北海道旭川市花咲町７－３８４２－１ サッポロドラッグ 旭川花咲町店
北海道旭川市大町２条７－７７－１２ サッポロドラッグ 旭川大町２条店
北海道旭川市豊岡４条３－６－１３ サッポロドラッグ 旭川豊岡4条店
北海道旭川市緑町１８－２１４８－１４ サッポロドラッグ 旭川緑町店
北海道旭川市２条通２３－１１０－１ ﾂﾙﾊ北海道 旭川２条店
北海道旭川市南６条通１８－２１８２－９０ ﾂﾙﾊ北海道 旭川南6条店
北海道旭川市旭町１条７ ﾂﾙﾊ北海道 旭町店
北海道旭川市永山３条８－２－６ ﾂﾙﾊ北海道 永山3条西店
北海道旭川市永山３条１９－２－５ ﾂﾙﾊ北海道 永山店
北海道旭川市永山８条４－２－１ ﾂﾙﾊ北海道 永山南店
北海道旭川市錦町１４丁目 ﾂﾙﾊ北海道 近文店
北海道旭川市春光５条４－８－１２ ﾂﾙﾊ北海道 春光５条店
北海道旭川市東光１条５－１－５ ﾂﾙﾊ北海道 東光店
北海道旭川市豊岡１２条４－５－６ ﾂﾙﾊ北海道 豊岡12条店
北海道伊達市舟岡町２３６－１ サッポロドラッグ 伊達インター店
北海道伊達市舟岡町１９８－３ ﾂﾙﾊ北海道 舟岡店
北海道浦河郡浦河町堺町西６－２－１３ サッポロドラッグ 浦河店
北海道河西郡芽室町東六条９ サッポロドラッグ 芽室店
北海道河西郡中札内村大通南６－３ サッポロドラッグ 中札内店
北海道河東郡音更町ひびき野仲町１－９ サッポロドラッグ 音更宝来店
北海道河東郡音更町木野大通西１５－２－４ ﾂﾙﾊ北海道 音更店
北海道茅部郡森町新川町２１０－１０ サッポロドラッグ 森店
北海道岩見沢市十条西２０－２ サッポロドラッグ サッポロ岩見沢店
北海道岩見沢市駒園７－３－４０ ﾂﾙﾊ北海道 岩見沢駒園店
北海道岩内郡岩内町清住２５８ サッポロドラッグ 岩内清住店
北海道岩内郡岩内町東山９７－４ サッポロドラッグ 岩内東山店
北海道岩内郡共和町梨野舞納５０－４ ﾂﾙﾊ北海道 岩内店
北海道亀田郡七飯町大川２－１７ サッポロドラッグ 七飯店
北海道久遠郡せたな町北檜山区北檜山２１７－２ サッポロドラッグ せたな店
北海道釧路郡釧路町桂木３－４ サッポロドラッグ 桂木店
北海道釧路郡釧路町桂木４丁目２３ ﾂﾙﾊ北海道 桂木店
北海道釧路市桜ケ岡１－１０ サッポロドラッグ 桜ケ丘店
北海道釧路市星が浦大通１－４－２１ サッポロドラッグ 星が浦店
北海道釧路市緑ケ岡４－８－８０ ﾂﾙﾊ北海道 釧路緑ケ岡店
北海道釧路市新橋大通１－２－１７ ﾂﾙﾊ北海道 新橋大通店
北海道恵庭市恵み野里美２－１５フレスポ恵み野内 サッポロドラッグ ﾌﾚｽﾎﾟ恵み野店
北海道恵庭市黄金南６－１０－５ サッポロドラッグ 恵庭黄金店
北海道恵庭市新町３０－１ サッポロドラッグ 恵庭新町店
北海道江別市一番町４－２０ サッポロドラッグ 江別一番町店
北海道江別市錦町４３－３ サッポロドラッグ 江別錦町店
北海道江別市上江別４４３－１ ﾂﾙﾊ北海道 上江別店
北海道江別市東野幌本町３５－２ビッグハウス野幌店内 ﾂﾙﾊ北海道 東野幌店
北海道根室市西浜町８－９５－１ サッポロドラッグ 根室西浜店
北海道根室市大正町１－３２－３ サッポロドラッグ 根室店
北海道根室市宝町１－６６－２ ﾂﾙﾊ北海道 根室店
北海道沙流郡日高町富川南２－２－５マックスバリュ富川店１Ｆ ﾂﾙﾊ北海道 富川店
北海道砂川市東一条北７－１－１０ ﾂﾙﾊ北海道 砂川東店
北海道札幌市西区二十四軒四条１－２－２０ サッポロドラッグ ｽﾄｱｰ二十四軒店
北海道札幌市中央区南八条西２３－４－１ サッポロドラッグ 旭ｹ丘南八条店
北海道札幌市東区北四十一条東１７－４－１５ サッポロドラッグ 栄町店
北海道札幌市中央区宮の森三条２－５－１ サッポロドラッグ 宮の森三条店
北海道札幌市西区琴似二条１－２－１－１Ｆ サッポロドラッグ 琴似駅前店
北海道札幌市西区八軒六条西１－１－５ サッポロドラッグ 琴似八軒店
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北海道札幌市豊平区月寒西一条１１－３－１ サッポロドラッグ 月寒西一条店
北海道札幌市豊平区月寒東五条８－１－２３ サッポロドラッグ 月寒東店
北海道札幌市西区山の手三条６－５－１５ サッポロドラッグ 山の手店
北海道札幌市中央区南十四条西１５－２－１２ サッポロドラッグ 山鼻南十四条店
北海道札幌市手稲区前田七条１１－２－２ サッポロドラッグ 手稲前田七条店
北海道札幌市手稲区前田二条１３－３－２０ サッポロドラッグ 手稲前田二条店
北海道札幌市北区新琴似十一条５－１－４３ サッポロドラッグ 新琴似６番通店
北海道札幌市清田区清田二条２－２０－２０ サッポロドラッグ 清田二条店
北海道札幌市豊平区西岡４－１－１６－２５ サッポロドラッグ 西岡店
北海道札幌市手稲区西宮の沢四条２－４－１ サッポロドラッグ 西宮の沢四条店
北海道札幌市中央区南７条西１５丁目 サッポロドラッグ 西線店
北海道札幌市西区西町南４－１－１０ サッポロドラッグ 西町南店
北海道札幌市西区西野一条３－１－５ サッポロドラッグ 西野一条店
北海道札幌市西区西野八条４－１１ サッポロドラッグ 西野八条店
北海道札幌市南区川沿三条３－３－１０ サッポロドラッグ 川沿店
北海道札幌市白石区川下三条５－１－２６ サッポロドラッグ 川下店
北海道札幌市南区中ノ沢２－２ホクレンショップ中ノ沢店内 サッポロドラッグ 中ﾉ沢店
北海道札幌市豊平区中の島二条２－３－３ サッポロドラッグ 中の島店
北海道札幌市白石区東札幌一条２－３－１０ サッポロドラッグ 東札幌店
北海道札幌市北区屯田九条３－１－１ サッポロドラッグ 屯田店
北海道札幌市中央区南十一条西１０－２－１ サッポロドラッグ 南１１条店
北海道札幌市中央区南十九条西８－１－１８ サッポロドラッグ 南１９条店
北海道札幌市白石区本通１３南５－１ サッポロドラッグ 白石本通店
北海道札幌市西区発寒五条８－１－３７ サッポロドラッグ 発寒五条店
北海道札幌市中央区南十三条西２２－１－１５ サッポロドラッグ 伏見啓明店
北海道札幌市東区伏古十条５－２－７ サッポロドラッグ 伏古十条店
北海道札幌市西区福井４－３－１ サッポロドラッグ 福井店
北海道札幌市豊平区豊平三条２－１－３５ サッポロドラッグ 豊平三条店
北海道札幌市豊平区美園九条３－２－１ サッポロドラッグ 豊平美園店
北海道札幌市東区北二十七条東１－３－７ サッポロドラッグ 北栄店
北海道札幌市白石区北郷二条７－６－１５ サッポロドラッグ 北郷店
北海道札幌市東区北八条東４－１９－２４ サッポロドラッグ 北八条店
北海道札幌市清田区北野三条１－１２－１５ サッポロドラッグ 北野三条店
北海道札幌市清田区北野六条２－１４－１ サッポロドラッグ 北野店
北海道札幌市北区北三十五条西４－２－１５ サッポロドラッグ 麻生北三十五条店
北海道札幌市東区北四十条東１－１－２７ サッポロドラッグ 麻生北四十条店
北海道札幌市手稲区前田五条１５ ﾂﾙﾊ北海道 あけぼの店
北海道札幌市厚別区厚別南２－１０－４ ﾂﾙﾊ北海道 ひばりが丘店
北海道札幌市北区篠路四条９－１５－１ ﾂﾙﾊ北海道 篠路東店
北海道札幌市手稲区前田六条６－１－７ ﾂﾙﾊ北海道 手稲前田六条店
北海道札幌市手稲区富丘一条４－１３－１０ ﾂﾙﾊ北海道 手稲富丘店
北海道札幌市北区新琴似十条２－１－１０ ﾂﾙﾊ北海道 新琴似店
北海道札幌市西区西町北１０ ﾂﾙﾊ北海道 西町北店
北海道札幌市西区西野二条２－４－１ ﾂﾙﾊ北海道 西野二条店
北海道札幌市白石区東札幌一条１－７－１ ﾂﾙﾊ北海道 東札幌店
北海道札幌市白石区北郷二条３－３－１０ ﾂﾙﾊ北海道 北郷店
北海道札幌市東区北五十条東８ ﾂﾙﾊ北海道 北五十条店
北海道札幌市北区北三十六条西９－２－１０ ﾂﾙﾊ北海道 北三十六条西店
北海道山越郡長万部町長万部６８－２ ﾂﾙﾊ北海道 長万部店
北海道士別市東二条９－５ サッポロドラッグ 士別南大通店
北海道枝幸郡浜頓別町大通５－６ サッポロドラッグ 浜頓別店
北海道室蘭市海岸町１－３－１６ サッポロドラッグ 室蘭駅前店
北海道室蘭市高砂町１－３９－５ サッポロドラッグ 室蘭高砂店
北海道室蘭市東町１－１８－２ サッポロドラッグ 室蘭東町店
北海道室蘭市中島町１－２８ ﾂﾙﾊ北海道 室蘭中島北店
北海道斜里郡斜里町豊倉５１－５ サッポロドラッグ 斜里店
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北海道小樽市若松２－６－８ サッポロドラッグ 小樽若松店
北海道小樽市長橋４－６－９ サッポロドラッグ 小樽長橋店
北海道小樽市梅ケ枝町８－１５ ﾂﾙﾊ北海道 小樽梅ｹ枝店
北海道上川郡清水町南二条１１－７－１ ﾂﾙﾊ北海道 清水店
北海道上川郡美瑛町扇町２３２ ﾂﾙﾊ北海道 美瑛店
北海道深川市三条１８－２８ サッポロドラッグ 深川店
北海道静内郡静内町木場町２－１５ サッポロドラッグ 静内店
北海道石狩郡当別町弥生１１７－２ サッポロドラッグ 当別店
北海道千歳市高台５－７－１２ サッポロドラッグ 千歳高台店
北海道千歳市新富３－９－３ サッポロドラッグ 千歳店
北海道千歳市梅ケ丘１－１－１８ サッポロドラッグ 千歳梅ケ丘店
北海道千歳市末広４－３－１ サッポロドラッグ 千歳末広店
北海道千歳市高台４－３－５ ﾂﾙﾊ北海道 千歳高台店
北海道千歳市長都駅前２－８４２－２ ﾂﾙﾊ北海道 千歳長都店
北海道川上郡弟子屈町鈴蘭３－１－７ サッポロドラッグ 弟子屈店
北海道川上郡標茶町開運３－６－１ サッポロドラッグ 標茶店
北海道帯広市西十九条南２－２９－１５ サッポロドラッグ 帯広西十九条店
北海道帯広市西十五条北１－１－４ サッポロドラッグ 帯広西十五条店
北海道帯広市東五条南１１-６ サッポロドラッグ 帯広東店
北海道帯広市白樺十六条西２－７－７ サッポロドラッグ 白樺店
北海道帯広市大通南２４－１０ ﾂﾙﾊ北海道 帯広大通南24丁目店
北海道帯広市西十八条南２７－１－３４ ﾂﾙﾊ北海道 帯広南町店
北海道滝川市西町４丁目２１２－４９ サッポロドラッグ 滝川西店
北海道滝川市東町１－６－２９ サッポロドラッグ 滝川東店
北海道滝川市朝日町西３－１－３２ ﾂﾙﾊ北海道 滝川朝日町店
北海道稚内市潮見１－１０－１５ラルズプラザ稚内店内 サッポロドラッグ 稚内ﾗﾗﾌﾟﾗｻﾞ店
北海道稚内市潮見２－５－３５ サッポロドラッグ 稚内店
北海道稚内市新光町１４８３－８２ ﾂﾙﾊ北海道 稚内新光店
北海道稚内市宝来５－６－３ ﾂﾙﾊ北海道 稚内宝来店
北海道稚内市大黒２－３ ﾂﾙﾊ北海道 南稚内店
北海道中川郡池田町利別南町２６－４ サッポロドラッグ 池田店
北海道中川郡幕別町札内暁町４－２ サッポロドラッグ 幕別札内店
北海道中川郡幕別町札内共栄町１６３ ﾂﾙﾊ北海道 札内店
北海道登別市富岸町２－１１ サッポロドラッグ 富岸店
北海道登別市幌別町６ ﾂﾙﾊ北海道 幌別店
北海道苫小牧市しらかば町２－１－２３ サッポロドラッグ 苫小牧しらかば店
北海道苫小牧市ときわ町３－１７－１７ サッポロドラッグ 苫小牧ときわ町店
北海道苫小牧市日新町２－７－３０ サッポロドラッグ 苫小牧日新町店
北海道苫小牧市弥生町１－９－６苫小牧弥生町ショッピングセンタ サッポロドラッグ 苫小牧弥生店
北海道苫小牧市柳町２－６－１ サッポロドラッグ 苫小牧柳町店
北海道日高郡新ひだか町静内木場町２－１－２８ ﾂﾙﾊ北海道 静内店
北海道函館市田家町２０－２９ サッポロドラッグ 田家店
北海道函館市日乃出町１７-２２ サッポロドラッグ 日乃出店
北海道函館市花園町２６－１ サッポロドラッグ 函館花園店
北海道函館市宮前町１７－３ サッポロドラッグ 函館宮前店
北海道函館市港町１-２０-９ サッポロドラッグ 函館港店
北海道函館市川汲町１６１８－１ サッポロドラッグ 函館川汲店
北海道函館市大縄町１５－１ サッポロドラッグ 函館大縄店
北海道函館市中道２－３－１３ サッポロドラッグ 函館中道店
北海道函館市田家町１６－２５ サッポロドラッグ 函館白鳥店
北海道函館市昭和１－２９－７ ﾂﾙﾊ北海道 昭和店
北海道函館市桔梗町３－３０－１８ ﾂﾙﾊ北海道 函館桔梗店
北海道函館市的場町２０－１ ﾂﾙﾊ北海道 函館的場店
北海道函館市美原２－４０－１６ ﾂﾙﾊ北海道 美原店
北海道函館市美原５－４０－８ ﾂﾙﾊ北海道 北美原店
北海道標津郡中標津町西六条南１１－６－２ サッポロドラッグ 中標津西店



北海道の店舗リスト

店舗住所 店名 店舗名

北海道富良野市若葉町１２－１ サッポロドラッグ 富良野店
北海道北見市端野町三区５６４－１ サッポロドラッグ 端野店
北海道北見市栄町３－４－２４ サッポロドラッグ 北見栄町店
北海道北見市高栄西町１０－１３－７ サッポロドラッグ 北見若葉店
北海道北見市寿町５－１－１ サッポロドラッグ 夕陽ヶ丘店
北海道北見市とん田西町３０８－１ ﾂﾙﾊ北海道 北見とん田西町店
北海道北見市北斗町３－４－８ ﾂﾙﾊ北海道 北見北斗店
北海道北広島市大曲幸町６－１ＰｅｃｏｒａＰｌａｚａ内 サッポロドラッグ ジ大曲店
北海道北広島市大曲末広１－２－１セリオおおまがり内 サッポロドラッグ ｾﾘｵおおまがり店
北海道北広島市虹ケ丘６－８ サッポロドラッグ 虹ケ丘店
北海道北斗市中野通１９９－１ ﾂﾙﾊ北海道 北斗中野通店
北海道網走郡美幌町栄町２－２－１ サッポロドラッグ 美幌栄町店
北海道網走郡美幌町稲美９０－２ サッポロドラッグ 美幌店
北海道網走市つくしケ丘２－８８－９ サッポロドラッグ 網走店
北海道網走市北四条西４－１－５ ﾂﾙﾊ北海道 網走北店
北海道紋別郡遠軽町南町３－３－１２ コープさっぽろ 遠軽みなみ店
北海道紋別郡遠軽町二条通北１－４－３ サッポロドラッグ 遠軽店
北海道紋別郡遠軽町南町３－３－４３ ﾂﾙﾊ北海道 遠軽南町店
北海道紋別市落石町１－２６－６７ サッポロドラッグ 紋別店
北海道夕張郡栗山町朝日４－１０－１ サッポロドラッグ 栗山朝日店
北海道余市郡余市町黒川町１２－６９ サッポロドラッグ 余市店
北海道余市郡余市町大川町８－１００－１ ﾂﾙﾊ北海道 余市店
北海道留萌市沖見町２－４ サッポロドラッグ 留萌店


