
青森県の店舗リスト

店舗住所 店名 店舗名

青森県弘前市外崎３－５－１ ﾂﾙﾊ 弘前外崎店
青森県弘前市樹木４－３－１ ﾂﾙﾊ 弘前樹木店
青森県三戸郡階上町道仏字耳ケ吠６－２６９ 薬王堂 青森階上店
青森県三戸郡南部町沖田面字沖中８５－１ 薬王堂 南部町店
青森県上北郡七戸町笊田川久保１８ 薬王堂 青森七戸店
青森県青森市浪岡杉沢字井ノ下１２６－２ ﾂﾙﾊ 浪岡店
青森県八戸市湊町字新井田道１２－１ ﾂﾙﾊ みなと店
青森県八戸市下長４－１－９ ﾂﾙﾊ 河原木店
青森県八戸市西白山台４－６－１ 薬王堂 八戸ﾆｭｰﾀｳﾝ店
青森県八戸市尻内町字直田１１－３ 薬王堂 八戸尻内店
青森県北津軽郡板柳町灰沼字東２６７－１ ﾂﾙﾊ 板柳店



岩手県の店舗リスト①

店舗住所 店名 店舗名

岩手県一関市三関字神田１７８－１ 薬王堂 一関三関店
岩手県一関市千厩町千厩字古ケ口３０－４ 薬王堂 一関千厩店
岩手県一関市大東町摺沢字荒屋敷３０－７ 薬王堂 一関大東店
岩手県遠野市松崎町白岩第９地割３６－８ 薬王堂 遠野松崎店
岩手県遠野市松崎町白岩１８地割９４－１ 薬王堂 遠野店
岩手県奥州市胆沢区南都田宇南田１６９－１ 薬王堂 奥州胆沢店
岩手県奥州市江刺区杉ノ町２－２ 薬王堂 江刺店
岩手県下閉伊郡山田町大沢第２地割３４－１ 薬王堂 山田大沢店
岩手県花巻市高木第１６地割６８－６ ジョイス 花巻高木店
岩手県花巻市上小舟渡３４－２ 薬王堂 花巻小舟渡店
岩手県花巻市松園町１－５－７ 薬王堂 花巻松園店
岩手県花巻市石鳥谷町好地第１５地割３５－９ 薬王堂 花巻石鳥谷店
岩手県花巻市東和町土沢６区２２８ 薬王堂 花巻東和店
岩手県花巻市上根子字欠端１５０－１ 薬王堂 花巻南店
岩手県花巻市不動７２－１ 薬王堂 花巻不動店
岩手県釜石市新町１４－４８ジョイフルタウン内 ジョイス 釜石店
岩手県釜石市鵜住居町２４－４－１ 薬王堂 鵜住居店
岩手県釜石市野田町3丁目3番1 薬王堂 釜石店
岩手県釜石市鈴子町１３－２ 薬王堂 釜石鈴子店
岩手県岩手郡岩手町五日市第１１地割字上苗代沢１３２－１ 薬王堂 岩手沼宮内店
岩手県久慈市新中の橋第３７地割６３－１ ジョイス 久慈中の橋店
岩手県久慈市荒町第３地割１４－１ ﾂﾙﾊ 久慈荒町店
岩手県久慈市川崎町１１－１８ 薬王堂 久慈川崎店
岩手県久慈市旭町第９チカツ１６－１ 薬王堂 久慈店
岩手県宮古市板屋２－７－５ ジョイス 宮古千徳店
岩手県宮古市小山田２－２－１ 東北サンネット マリンコープ
岩手県宮古市小山田２－３－４５ 薬王堂 宮古小山田店
岩手県宮古市田の神１－３－１１ 薬王堂 宮古西町店
岩手県宮古市上鼻２－５－６３ 薬王堂 宮古千徳店
岩手県紫波郡紫波町高水寺字大坊２３５－１ ジョイス 紫波店
岩手県紫波郡紫波町桜町大坪８８－１ 薬王堂 岩手紫波店
岩手県紫波郡矢巾町藤沢第１地割５８ 薬王堂 矢巾ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ店
岩手県紫波郡矢巾町南矢幅第７地割４４５ 薬王堂 矢巾店
岩手県水沢市太日通り３丁目１－１５ ジョイス 水沢原中店
岩手県盛岡市西見前１４地割８７ ジョイス 見前店
岩手県盛岡市長橋町１４－５０ ジョイス 長橋台店
岩手県盛岡市月が丘２－１－３５ ﾂﾙﾊ 盛岡青山店
岩手県盛岡市山岸２－１６－８ 東北サンネット 山岸店
岩手県盛岡市向中野１－１０－２７ 薬王堂 盛岡向中野店
岩手県盛岡市山王町１０－６ 薬王堂 盛岡山王店
岩手県盛岡市津志田中央３－１－７ 薬王堂 盛岡津志田店
岩手県盛岡市箱清水１－２１－１２ 薬王堂 盛岡箱清水店
岩手県盛岡市名須川町２７－３８ 薬王堂 盛岡名須川店
岩手県大船渡市盛町字町１０－１１サンリア１Ｆ ジョイス 大船渡店
岩手県滝沢市巣子９５－１ ﾂﾙﾊ 滝沢巣子店
岩手県滝沢市大釜竹鼻１６３－７ 薬王堂 岩手大釜店
岩手県滝沢市牧野林２９１－３ 薬王堂 岩手牧野林店
岩手県滝沢市巣子７６１－２ 薬王堂 滝沢巣子店
岩手県胆沢郡胆沢町小山４８－１ ジョイス 龍ヶ馬場店



岩手県の店舗リスト②

店舗住所 店名 店舗名

岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森５７－１ 薬王堂 岩手一戸店
岩手県二戸市石切所字荷渡１－１２ 薬王堂 二戸店
岩手県八幡平市大更第３５地割３２－２ 薬王堂 西根店
岩手県八幡平市平舘第９地割１９７ 薬王堂 西根平舘店
岩手県北上市上江釣子６地割３５－１ ジョイス ﾛｯｷｰ江釣子店
岩手県北上市川岸４丁目６－２６ ジョイス 川岸店
岩手県北上市有田町7-10 ジョイス 北上中央店
岩手県北上市里分４－３３－１ ﾂﾙﾊ 北上東店
岩手県北上市上江釣子１６地割５１－１ 薬王堂 江釣子店
岩手県北上市和賀町藤根１７地割３６－１ 薬王堂 北上和賀店

宮城県の店舗リスト

店舗住所 店名 店舗名

宮城県加美郡加美町赤塚２２３－１ 薬王堂 宮城中新田店
宮城県岩沼市大和１２９ 薬王堂 岩沼ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞC店
宮城県気仙沼市波路上野田１７４ 薬王堂 気仙沼階上店
宮城県気仙沼市中みなと町１－１０ 薬王堂 気仙沼鹿折店
宮城県気仙沼市田中前４－１－２ 薬王堂 気仙沼田中前店
宮城県宮城郡利府町堀切前３５－１ 東北サンネット 利府店
宮城県宮城郡松島町高城字帰命院下一１８－１ 薬王堂 宮城松島店
宮城県栗原市一迫柳目字中田１ 薬王堂 栗原一迫店
宮城県栗原市若柳川北元町裏１４－１ 薬王堂 栗原若柳店
宮城県黒川郡大和町吉田字高田東３５ ﾂﾙﾊ 大和吉岡店
宮城県黒川郡大郷町中村字屋敷６５－１５ 薬王堂 宮城大郷店
宮城県柴田郡柴田町船岡新栄４－６－２１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 柴田店
宮城県柴田郡柴田町船岡字東原前２３５－１ 薬王堂 宮城柴田店
宮城県柴田郡村田町村田字反町９４－１ 薬王堂 宮城村田店
宮城県石巻市蛇田字西道下あけぼの北１－１－７ ウエルシア薬局 石巻赤十字病院前店
宮城県石巻市南中里１－１０－５ ﾂﾙﾊ 石巻中里店
宮城県石巻市恵み野１－４－１４ 東北サンネット 蛇田店
宮城県石巻市末広町２－６ 薬王堂 石巻末広店
宮城県仙台市若林区連坊小路１４２－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 五橋店
宮城県仙台市青葉区栗生７－１－１ 東北サンネット 愛子店
宮城県仙台市若林区沖野３丁目１３－１５ 東北サンネット 沖野店
宮城県仙台市宮城野区大梶７－１０ 東北サンネット 幸町店
宮城県仙台市青葉区桜ケ丘２丁目１９－１ 東北サンネット 桜ヶ丘店
宮城県仙台市泉区南光台７－１９－１１ 東北サンネット 南光台店
宮城県仙台市泉区館２－１－５６９ 薬王堂 仙台泉館店
宮城県登米市登米町寺池目子待井７４－２ ﾂﾙﾊ 宮城登米店
宮城県登米市迫町佐沼字萩洗２－１２－７ 薬王堂 宮城佐沼店
宮城県登米市中田町石森字加賀野２－４－１ 薬王堂 登米加賀野店
宮城県登米市豊里町小口前１３７ 薬王堂 登米豊里店
宮城県白石市大手町１－８ ﾂﾙﾊ 宮城白石店
宮城県本吉郡南三陸町志津川御前下１３－１ 薬王堂 宮城志津川店
宮城県名取市愛の杜１－１－１ ヤマザワ 愛島店
宮城県亘理郡山元町つばめの杜１－６ 薬王堂 宮城山元ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞC店
宮城県亘理郡亘理町東郷１９９－１ 薬王堂 宮城亘理店



秋田県の店舗リスト

店舗住所 店名 店舗名

秋田県横手市安田字向田１８６ ﾂﾙﾊ 横手店
秋田県横手市増田町増田字月山西２９－１ 薬王堂 増田店
秋田県鹿角市花輪字下中島８２－１ ﾂﾙﾊ 鹿角中央店
秋田県鹿角市花輪字鉄砲１７－１ 薬王堂 鹿角花輪店
秋田県秋田市御所野地蔵田１－１－１ ｲｵﾝ 御所野店
秋田県秋田市茨島４－３－２１ ﾂﾙﾊ 茨島店
秋田県仙北郡美郷町野中字中明子１０６ 薬王堂 秋田六郷店
秋田県仙北市角館町小勝田中川原１３２ 薬王堂 秋田角館店
秋田県大館市観音堂４２０ 薬王堂 大館店
秋田県大曲市若竹町３３－１１ ﾂﾙﾊ 若竹町店
秋田県大曲市戸蒔２７ ﾂﾙﾊ 大曲店
秋田県大曲市高関上郷不動堂１６７－１ 薬王堂 大曲四ツ屋店
秋田県大仙市飯田字屋舗通７５－１ 薬王堂 大曲飯田店
秋田県男鹿市脇本脇本字石館１６ ﾂﾙﾊ 男鹿店
秋田県湯沢市大町２－１－１０ ﾂﾙﾊ 湯沢大町店
秋田県湯沢市倉内字川原田１７－２ 薬王堂 湯沢倉内店
秋田県能代市落合字上前田１６１ ﾂﾙﾊ 能代北店
秋田県能代市落合字下前田１９３ 薬王堂 能代落合店
秋田県由利本荘市西目町沼田字新道下２－５３８ 薬王堂 由利本荘西目店
秋田県雄勝郡羽後町南西馬音内２０１ 薬王堂 羽後店

山形県の店舗リスト

店舗住所 店名 店舗名

山形県寒河江市栄町９－３６ ウエルシア薬局 寒河江栄町店
山形県最上郡真室川町新町４０８－１ 薬王堂 山形真室川店
山形県山形市桧町３－８－４ ウエルシア薬局 山形桧町店
山形県酒田市泉町１－１５ 東北サンネット こぴあコープ酒田
山形県西村山郡河北町谷地字月山堂３８３ 薬王堂 山形河北店
山形県西置賜郡小国町小国小坂町３－５８ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 小国店
山形県西置賜郡白鷹町荒砥乙７３８－１１ 薬王堂 山形白鷹店
山形県長井市十日町２－１６－１８ 薬王堂 長井十日町店
山形県鶴岡市大宝寺町２－３ ﾂﾙﾊ 鶴岡東店
山形県天童市鍬ノ町２－２－３８ ﾂﾙﾊ 天童店
山形県尾花沢市尾花沢１３８０－４ 薬王堂 山形大石田店
山形県米沢市東２－８－２３ 薬王堂 米沢東店



福島県の店舗リスト

店舗住所 店名 店舗名

福島県いわき市中央台飯野４－１－１ ﾂﾙﾊ いわきﾆｭｰﾀｳﾝ店
福島県いわき市小名浜大原字東田９６ ﾂﾙﾊ 小名浜大原店
福島県いわき市内郷御厩町３－１２２ ﾂﾙﾊ 内郷みまや店
福島県いわき市平下平窪山土内町１－１ ﾂﾙﾊ 平窪店
福島県安達郡安達町油井字腰巻７ ハシドラッグ 安達店
福島県伊達郡国見町藤田字中沢４１ ハシドラッグ 国見店
福島県伊達郡保原町字栄町３８－１ ハシドラッグ 保原店
福島県会津若松市門田町飯寺字村西７２９ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 会津若松店
福島県会津若松市河東町南高野字向原１２－１ ﾂﾙﾊ 会津河東店
福島県会津若松市白虎町１１４－１ ﾂﾙﾊ 会津扇町店
福島県会津若松市北滝沢２－１－３８ ﾂﾙﾊ 会津滝沢店
福島県喜多方市塩川町新江木字上の台９－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 塩川上の台店
福島県喜多方市江中子４１７９ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 喜多方店
福島県喜多方市惣座宮１２－１ ﾂﾙﾊ 喜多方店
福島県田村市船引町東部台４－３４ ハシドラッグ 船引店
福島県福島市荒井北３－１２－５ ハシドラッグ 荒井店
福島県福島市腰浜町１４－４ ハシドラッグ 腰浜店
福島県福島市笹谷字出水頭１－２ ハシドラッグ 信陵店
福島県福島市野田町字道端７９ ハシドラッグ 西店
福島県福島市西中央２－８ ハシドラッグ 中央店
福島県福島市太平寺児子塚５１－１ ハシドラッグ 南福島店
福島県福島市八木田字並柳１６１－２ ハシドラッグ 八木田店
福島県福島市笹谷字片目清水１１－３ ハシドラッグ 北店


