
静岡県の店舗①

店舗住所 取組販売店名 店舗名

静岡県伊東市宝町３－２ ウエルシア薬局 伊東宝町店
静岡県伊東市富戸１１０１－１４ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 伊東富戸店
静岡県伊東市宇佐美１６５６?１０ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 宇佐美店
静岡県伊豆の国市古奈４１３－１ ウエルシア薬局 伊豆長岡店
静岡県伊豆の国市長岡１７６－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 伊豆長岡店
静岡県伊豆の国市白山堂５４１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 田京店
静岡県伊豆市瓜生野２１７ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 修善寺店
静岡県下田市吉佐美１４６１－１ ウエルシア薬局 下田吉佐美店
静岡県下田市中４５８－１ ウエルシア薬局 下田店
静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂２９３?１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 南伊豆下賀茂店
静岡県湖西市駅南４－４－２４ ウエルシア薬局 新所原店
静岡県御殿場市川島田４０５－１ ウエルシア薬局 御殿場川島田店
静岡県御殿場市大坂４８８ ウエルシア薬局 御殿場富士岡店
静岡県御殿場市東田中２－１４－３ ウエルシア薬局 東田中店
静岡県三島市若松町４３４９－１ ウエルシア薬局 加茂川店
静岡県駿東郡清水町玉川６１－２サントムーン柿田川１Ｆ ウエルシア薬局 ｻﾝﾄﾑｰﾝ店
静岡県駿東郡清水町新宿２２１－１ ウエルシア薬局 清水町新宿店
静岡県駿東郡長泉町中土狩３４８－１ ウエルシア薬局 中土狩店
静岡県沼津市原１５２５－１ ウエルシア薬局 沼津原店
静岡県沼津市西島町１０－１マックスバリュ沼津南店内 ウエルシア薬局 沼津南店
静岡県沼津市新沢田町５－４３ ウエルシア薬局 新沢田店
静岡県沼津市西沢田字前田４５８－１ ウエルシア薬局 西沢田店
静岡県沼津市大岡２４４６－１ スギ薬局 沼津大岡店
静岡県焼津市塩津６１－１ ウエルシア薬局 塩津店
静岡県焼津市下江留１４４４－１ ウエルシア薬局 焼津大井川店
静岡県焼津市祢宜島５７２－１ ウエルシア薬局 薬局焼津下小田店
静岡県焼津市東小川３－５－１６ スギ薬局 焼津東小川店
静岡県焼津市大覚寺２－２５－７ スギ薬局 大覚寺店
静岡県焼津市五ケ堀之内１２０１ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ焼津西店
静岡県裾野市深良８０１－１ ウエルシア薬局 裾野店
静岡県裾野市伊豆島田２５０１ ウエルシア薬局 裾野南店
静岡県静岡市清水区西久保４４１－８ ウエルシア薬局 西久保店
静岡県静岡市葵区西千代田町１２－６ ウエルシア薬局 西千代田店
静岡県静岡市葵区羽鳥２－２１－２０ ウエルシア薬局 静岡羽鳥店
静岡県静岡市駿河区中田２－１０－３ ウエルシア薬局 中田店
静岡県静岡市駿河区丸子新田２３４－４ ウエルシア薬局 東新田店
静岡県静岡市駿河区西島８５１－１ スギ薬局 駿河西島店
静岡県静岡市葵区相生町１４－３１ スギ薬局 鷹匠店
静岡県静岡市駿河区池田字長市坪１２６－１ スギ薬局 池田店
静岡県静岡市清水区辻４－４－１８ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ清水辻店
静岡県静岡市駿河区下川原５－１－８ 中部薬品 駿河下川原店
静岡県静岡市駿河区敷地１－２５－８ 中部薬品 駿河敷地店
静岡県静岡市清水区長崎４８４ 中部薬品 清水長崎店
静岡県袋井市諸井９２３ ウエルシア薬局 諸井店
静岡県袋井市川井１０２１－１ スギ薬局 袋井川井店
静岡県袋井市堀越３－１０－１ スギ薬局 袋井堀越店
静岡県袋井市旭町２－１－１ 杏林堂薬局 袋井旭店
静岡県田方郡函南町間宮６１８－１ ウエルシア薬局 函南間宮店
静岡県島田市若松町２７２７－１ ウエルシア薬局 島田若松店
静岡県島田市中河町２５２－３ スギ薬局 中河町店
静岡県島田市三ツ合町１１５２－１ スギ薬局 島田三ﾂ合店
静岡県藤枝市高洲１－１３－３４ ウエルシア薬局 藤枝高洲店
静岡県藤枝市駿河台２－１７－１ ウエルシア薬局 藤枝駿河台店
静岡県藤枝市茶町３－３－３８ ウエルシア薬局 藤枝茶町店
静岡県藤枝市水守３－１－３ スギ薬局 藤枝水守店
静岡県藤枝市高柳２－９－１０ 中部薬品 藤枝高柳店
静岡県磐田市上岡田字村東８１７－１ スギ薬局 上岡田店
静岡県磐田市中泉字団子塚２５００－１ スギ薬局 磐田中泉店
静岡県磐田市下万能１００ＳＬＣ磐田Ａ棟内 ドン・キホーテ eｺﾏｰｽｻﾎﾟｰﾄ



静岡県の店舗②

店舗住所 取組販売店名 店舗名

静岡県浜松市中区葵西３－２５－１ ウエルシア薬局 葵町店
静岡県浜松市浜北区西美薗３６９－１ ウエルシア薬局 浜松浜北店
静岡県浜松市東区上西町１０２０－３３浜松プラザフレスポ１Ｆ スギ薬局 浜松ﾌﾟﾗｻﾞ・ﾌﾚｽﾎﾟ店
静岡県浜松市浜北区横須賀２８７－１ スギ薬局 浜松横須賀店
静岡県浜松市中区住吉４－１５－１ スギ薬局 浜松住吉店
静岡県浜松市東区西ケ崎町１０７２－１ スギ薬局 浜松西ｹ崎店
静岡県浜松市南区飯田町６８１－１ スギ薬局 浜松飯田店
静岡県浜松市西区志都呂１－１－１ 杏林堂薬局 志都呂店
静岡県富士宮市西小泉町１９－２ ウエルシア薬局 西小泉店
静岡県富士宮市田中町２９９－１ ウエルシア薬局 田中町店
静岡県富士宮市小泉代官屋敷２１６０－１ ウエルシア薬局 富士宮小泉店
静岡県富士宮市万野原新田４１５３－１ ウエルシア薬局 富士宮万野原店
静岡県富士宮市光町１５－１６ スギ薬局 富士宮光町店
静岡県富士宮市三園平６８７バロー三園平店内 スギ薬局 富士宮三園平店
静岡県富士市荒田島町９－２５ ウエルシア薬局 荒田島店
静岡県富士市国久保２－１－１０アピタ富士吉原店１Ｆ スギ薬局 富士吉原店
静岡県牧之原市菅ケ谷字井原２３２－１ ウエルシア薬局 相良店
静岡県牧之原市細江１３４２－１ ウエルシア薬局 牧之原細江店



愛知県の店舗①

店舗住所 取組販売店名 店舗名

愛知県あま市森５－３－１２ スギ薬局 甚目寺森店
愛知県あま市篠田字新割５０ スギ薬局 美和店
愛知県あま市新居屋岩屋７２ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ甚目寺西店
愛知県あま市新居屋又屋敷５ 中部薬品 甚目寺店
愛知県みよし市黒笹いずみ１－１０－９ スギ薬局 黒笹店
愛知県みよし市三好丘５－１－５ スギ薬局 三好ヶ丘店
愛知県みよし市三好丘あおば２－１７－５ 中部薬品 三好ヶ丘店
愛知県愛西市見越町前田１５９－３ スギ薬局 愛西藤浪店
愛知県愛知郡東郷町三ツ池２－１－１ スギ薬局 東郷西店
愛知県愛知郡東郷町兵庫２－２ 中部薬品 東郷西薬局
愛知県安城市住吉町３－５－２８アンディ内 スギ薬局 安城ｱﾝﾃﾞｨ店
愛知県安城市錦町３－４ スギ薬局 安城錦町店
愛知県安城市桜町４－１２ スギ薬局 安城中央店
愛知県安城市高棚町中島１３８フィールでっかいどう内 スギ薬局 高棚店
愛知県安城市桜井町森田８０－１ スギ薬局 桜井店
愛知県安城市姫小川町舘出１４６ スギ薬局 桜井南店
愛知県安城市三河安城南町１－４－８ラフーズコア１Ｆ スギ薬局 三河安城店
愛知県安城市篠目町童子２０７－１４ スギ薬局 三河安城北店
愛知県安城市住吉町７－２６－８ スギ薬局 住吉店
愛知県安城市東栄町３－８０７－１ スギ薬局 東栄店
愛知県安城市東栄町６－１８－１２ スギ薬局 東栄東店
愛知県安城市百石町２－１５－３ スギ薬局 百石店
愛知県一宮市住吉２－７－７ クスリのアオキ 一宮住吉店
愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字四ツ辻西２９ クスリのアオキ 玉ﾉ井店
愛知県一宮市東五城南田尾５８－１ クスリのアオキ 東五城店
愛知県一宮市大浜２－１－３０ スギ薬局 一宮大浜店
愛知県一宮市朝日２－１－２５ スギ薬局 一宮朝日店
愛知県一宮市奥町田端３１－１ スギ薬局 開明店
愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字辻廻１４１ スギ薬局 玉ﾉ井店
愛知県一宮市小信中島字川東３－１ スギ薬局 尾西北店
愛知県一宮市大和町毛受字正寺１０ スギ薬局 毛受店
愛知県一宮市奥町字神田５６－１ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ一宮奥町店
愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字穴太部１２８－２ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ玉ﾉ井店
愛知県一宮市公園通６－４ 中部薬品 一宮公園通店
愛知県稲沢市稲島５－２フィールコーポレーションハーモニー店内 スギ薬局 ハーモニーランド店
愛知県稲沢市奥田天目寺町８ スギ薬局 稲沢奥田店
愛知県稲沢市天池光田町１００－２ スギ薬局 稲沢西店
愛知県稲沢市陸田宮前１－１６－５ スギ薬局 稲沢東店
愛知県稲沢市祖父江町上牧戌亥出８１８－１ スギ薬局 祖父江店
愛知県稲沢市天池五反田町１ ユニー アピタ稲沢店
愛知県岡崎市舳越町字朝倉２６ クスリのアオキ 矢作店
愛知県岡崎市羽根町小豆坂３ウイングタウン１Ｆ スギ薬局 ウイングタウン羽根店
愛知県岡崎市大樹寺３－１９－３ドミー大樹寺店内 スギ薬局 ﾄﾞﾐｰ大樹寺店
愛知県岡崎市稲熊町２丁目１００ スギ薬局 稲熊店
愛知県岡崎市上六名町字林２５－１ スギ薬局 岡崎コムタウン店
愛知県岡崎市欠町字下口３６ スギ薬局 岡崎欠町店
愛知県岡崎市天白町字西池６４－１ スギ薬局 岡崎上和田店
愛知県岡崎市百々西町５－１ スギ薬局 岡崎北店
愛知県岡崎市鴨田町字荒子１１－３－２ スギ薬局 鴨田店
愛知県岡崎市岩津町字於御所１９７－２ スギ薬局 岩津店
愛知県岡崎市橋目町字竹ノ内４５－１ スギ薬局 橋目店
愛知県岡崎市細川町長根８９－１ スギ薬局 細川店
愛知県岡崎市上地１－２４－２ スギ薬局 上地1丁目店
愛知県岡崎市上地２－５－８ スギ薬局 上地店
愛知県岡崎市大樹寺１－３－２６ スギ薬局 大樹寺店
愛知県岡崎市大平町３６-１ スギ薬局 大平店
愛知県岡崎市大和町字荒田６４ スギ薬局 大和店
愛知県岡崎市中島町字馬取池２４－１ スギ薬局 中島店
愛知県岡崎市土井町字柳ケ坪６ スギ薬局 土井店
愛知県岡崎市東大友町字堀所４４－１ スギ薬局 東大友店
愛知県岡崎市日名西町５-１５ スギ薬局 日名西店
愛知県岡崎市美合町字坂下１５－１ スギ薬局 美合店
愛知県岡崎市山綱町２－２－３ スギ薬局 本宿店
愛知県岡崎市岡町方便１－２ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ岡町店
愛知県岡崎市上地町６－１６－１０ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ上地店
愛知県岡崎市堂前町１－１１９ 中部薬品 岡崎堂前店



愛知県の店舗②
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愛知県岡崎市牧御堂町水洗３７ 中部薬品 岡崎牧御堂店
愛知県岡崎市矢作町桜海道４５－１ 中部薬品 矢作店
愛知県海部郡蟹江町学戸２－１３１ クスリのアオキ 蟹江中央店
愛知県海部郡蟹江町源氏３－２３０－１ピアゴ蟹江店内 スギ薬局 ピアゴ蟹江店
愛知県海部郡蟹江町学戸１－２０ スギ薬局 蟹江店
愛知県海部郡佐屋町日置山ノ池６９ スギ薬局 佐屋店
愛知県海部郡大治町中島字深田１ スギ薬局 大治店
愛知県海部郡蟹江町本町５－６３－１ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ蟹江本町店
愛知県額田郡幸田町菱池字御林１３０ドミー幸田店内 スギ薬局 ﾄﾞﾐｰ幸田店
愛知県額田郡幸田町菱池字蔵前２８－１ スギ薬局 ﾌｨｰﾙ幸田店
愛知県額田郡幸田町相見字越丸４９ スギ薬局 幸田相見店
愛知県額田郡幸田町大草字山添１３０ スギ薬局 幸田店
愛知県蒲郡市形原町北辻４－１ クスリのアオキ 形原店
愛知県蒲郡市豊岡町前野１－３ クスリのアオキ 豊岡店
愛知県蒲郡市蒲郡町荒子６７－１ スギ薬局 スギ薬局蒲郡北店
愛知県蒲郡市三谷北通４－９８ スギ薬局 三谷北店
愛知県蒲郡市竹谷町下日山１１－１ スギ薬局 竹谷店
愛知県刈谷市築地町２－１－４ スギ薬局 かりがね店
愛知県刈谷市井ケ谷町前田１４－１ スギ薬局 井ｹ谷店
愛知県刈谷市松栄町２－１５－１１ スギ薬局 刈谷松栄店
愛知県刈谷市矢場町５－３１０ スギ薬局 刈谷矢場店
愛知県刈谷市高松町３丁目４８ スギ薬局 高松店
愛知県刈谷市築地町３－２－３ スギ薬局 築地店
愛知県刈谷市東刈谷町１－１８－１５ スギ薬局 東刈谷店
愛知県刈谷市今川町山ノ端３ スギ薬局 富士松店
愛知県刈谷市野田町陣戸池８３－８ スギ薬局 野田店
愛知県刈谷市東境町伊賀淵２８－２５ 中部薬品 富士松店
愛知県岩倉市下本町燈明庵９８ スギ薬局 岩倉団地店
愛知県岩倉市大地町郷前１１ スギ薬局 大地店
愛知県岩倉市西市町松下３３－１ 中部薬品 岩倉西店
愛知県犬山市上坂町５－２０９ スギ薬局 犬山西店
愛知県犬山市松本町２－９５ スギ薬局 松本店
愛知県犬山市羽黒摺墨４２－１ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ羽黒店
愛知県江南市布袋町西３５ クスリのアオキ 布袋店
愛知県江南市高屋町御日塚６８－１ スギ薬局 高屋店
愛知県江南市野白町葭場３１ スギ薬局 野白店
愛知県江南市赤童子町南山１９５ 中部薬品 江南店
愛知県江南市前飛保町緑ケ丘２７１ 中部薬品 江南北店
愛知県高浜市稗田町３－２－２ スギ薬局 高浜中央店
愛知県高浜市神明町１－６－８ スギ薬局 高浜店
愛知県高浜市稗田町４－２－５ 中部薬品 高浜店
愛知県春日井市大泉寺町大西６５５－２ Ｂ＆Ｄ 物流ｾﾝﾀｰ
愛知県春日井市ことぶき町８－３ スギ薬局 ことぶき店
愛知県春日井市篠木町７－４５－２３ スギ薬局 ｽｷﾞ薬局篠木店
愛知県春日井市岩成台５－２－７ スギ薬局 岩成台店
愛知県春日井市高蔵寺町１－４６ スギ薬局 高蔵寺店
愛知県春日井市春見町１ スギ薬局 春日井中央店
愛知県春日井市松河戸町字堤越２１４４ スギ薬局 松河戸店
愛知県春日井市大手町３－２１－６ スギ薬局 大手店
愛知県春日井市東野町西３－４－１０ スギ薬局 東野店
愛知県春日井市二子町２－３－１５ スギ薬局 味美店
愛知県春日井市六軒屋町５－２２ スギ薬局 六軒屋店
愛知県春日井市柏原町２－８４ ﾂﾙﾊ 春日井柏原店
愛知県春日井市関田町２－２００ 中部薬品 春日井関田店
愛知県春日井市宮町字中島１－１ 中部薬品 春日井宮町店
愛知県春日井市小野町６－４－１ 中部薬品 春日井小野店
愛知県春日井市知多町４－１０ 中部薬品 勝川店
愛知県小牧市西之島５８０ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝHC 東海地区物流C
愛知県小牧市中央５－３６６ スギ薬局 小牧中央店
愛知県小牧市二重堀字中西浦８１６－１ スギ薬局 二重堀店
愛知県小牧市堀の内２－５８ スギ薬局 堀の内店
愛知県小牧市堀の内２－７６－１ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ堀の内店
愛知県小牧市久保新町３０ 中部薬品 味岡店
愛知県常滑市明和町１－１３ スギ薬局 榎戸店
愛知県常滑市市場町１－２０ スギ薬局 市場店
愛知県常滑市飛香台４－１－２ スギ薬局 常滑ｲﾝﾀｰ店



愛知県の店舗③

店舗住所 取組販売店名 店舗名

愛知県常滑市陶郷町４－１ スギ薬局 常滑陶郷店
愛知県常滑市西之口１０－５５－１ スギ薬局 常滑北店
愛知県常滑市常滑多屋土地区画整理事業８２街区３ 中部薬品 Ｖドラッグ常滑店
愛知県新城市片山字西野畑５４５ スギ薬局 新城店
愛知県新城市長篠字広面２９ スギ薬局 長篠店
愛知県瀬戸市北山町５０ クスリのアオキ 瀬戸北山店
愛知県瀬戸市緑町１－１０６ドミー瀬戸菱野店１Ｆ スギ薬局 ﾄﾞﾐｰ瀬戸菱野店
愛知県瀬戸市汗干町６０ スギ薬局 汗干店
愛知県瀬戸市本郷町３８４ スギ薬局 水野店
愛知県瀬戸市西山町１－１７ スギ薬局 瀬戸西山店
愛知県瀬戸市西権現町１６ スギ薬局 瀬戸陶原店
愛知県瀬戸市東赤重町１－２２－１ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ瀬戸菱野店
愛知県瀬戸市北山町９７－１ 中部薬品 瀬戸水野店
愛知県清須市春日宮重１２４ クスリのアオキ 春日店
愛知県清須市清洲２５５４－１ スギ薬局 清洲東店
愛知県西加茂郡藤岡町大字西中山字牛田６３-１ スギ薬局 藤岡店
愛知県西春日井郡新川町助七新田字芳花２５ スギ薬局 新川店
愛知県西春日井郡清洲町西市場４－１１－１６ スギ薬局 清洲店
愛知県西尾市住崎１－１２ クスリのアオキ 住崎店
愛知県西尾市上矢田町字浜道２８ スギ薬局 アエル店
愛知県西尾市花ノ木町３－１７ スギ薬局 花ノ木店
愛知県西尾市吉良町吉田字桐杭１６－４ スギ薬局 吉良店
愛知県西尾市八ツ面町熊子山３８－１ スギ薬局 熊味店
愛知県西尾市今川町馬捨場３１ スギ薬局 今川店
愛知県西尾市徳永町大塚３２－１ スギ薬局 寺津店
愛知県西尾市住崎町雁渕８ スギ薬局 住崎店
愛知県西尾市一色町一色字古新田２９－１ スギ薬局 西尾一色店
愛知県西尾市道光寺町堰板２４－１ スギ薬局 西尾道光寺店
愛知県西尾市伊藤町２－１－２ スギ薬局 鶴城店
愛知県西尾市平坂町如月１８－１ スギ薬局 平坂店
愛知県大府市東新町１－１５２ スギ薬局 共和店
愛知県大府市月見町６－７８ スギ薬局 月見店
愛知県大府市森岡町５－１１ スギ薬局 森岡店
愛知県大府市大東町１－６０４ スギ薬局 大東店
愛知県大府市柊山町１－１２ スギ薬局 大府店
愛知県大府市横根町平子１５８ スギ薬局 大府東店
愛知県丹羽郡扶桑町柏森字長畑４１８ スギ薬局 柏森店
愛知県丹羽郡大口町余野３－１０ 中部薬品 大口店
愛知県知多郡東浦町緒川字旭１３－２ ｲｵﾝ 東浦店
愛知県知多郡阿久比町白沢字天神裏５－１ スギ薬局 阿久比店
愛知県知多郡美浜町北方字東側１５－１ スギ薬局 河和店
愛知県知多郡東浦町緒川家下２２－１ スギ薬局 東浦店
愛知県知多郡南知多町内海字西浜田９－１ スギ薬局 内海店
愛知県知多郡武豊町平井畑２－１ スギ薬局 武豊店
愛知県知多郡武豊町東大高４２ スギ薬局 武豊南店
愛知県知多郡武豊町祠峯２－５８ スギ薬局 武豊北店
愛知県知多郡東浦町石浜行田８－１ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ東浦店
愛知県知多郡美浜町奥田字三ケ市５８ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ美浜店
愛知県知多市新知西町８－７ スギ薬局 新知店
愛知県知多市新知東町２－１－５ スギ薬局 新知東店
愛知県知多市新舞子字大口２０３－７ スギ薬局 新舞子店
愛知県知多市清水が丘１－１７０３ スギ薬局 清水が丘店
愛知県知立市牛田町六反２－３ スギ薬局 牛田店
愛知県知立市牛田町湯山２５－１ スギ薬局 牛田東店
愛知県知立市上重原６－２１ スギ薬局 上重原店
愛知県知立市宝２－１０－１０ スギ薬局 宝町店
愛知県知立市牛田町尼子田５２－８ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ牛田店
愛知県竹元町上の山下１ スギ薬局 竹村店
愛知県中川区打中２－１７７ スギ薬局 打中店
愛知県長久手市根の神１０８ スギ薬局 長久手店
愛知県長久手市上川原２３－３ スギ薬局 長久手北店
愛知県長久手市西浦８０１ 中部薬品 長久手店
愛知県津島市越津町字梅之木１４番 スギ薬局 神守店
愛知県津島市東柳原町１-３０ スギ薬局 東柳原店
愛知県津島市中地町３－１６－１ 中部薬品 津島南店
愛知県田原市田原町上八軒家２６－１ スギ薬局 田原西店



愛知県の店舗④
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愛知県田原市神戸町字大坪１８１ スギ薬局 田原店
愛知県東海市荒尾町平古１－１ スギ薬局 荒尾店
愛知県東海市高横須賀町古茂５８ スギ薬局 高横須賀店
愛知県東海市荒尾町脇ノ田１２９ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ荒尾店
愛知県日進市栄１－２０１フィール日進店２Ｆ スギ薬局 ﾌｨｰﾙ日進店
愛知県日進市岩崎台１－１２２９ スギ薬局 香久山店
愛知県日進市竹の山３－８０８ スギ薬局 日進竹ﾉ山店
愛知県熱田区南一番町８－１８ スギ薬局 南一番店
愛知県幡豆郡幡豆町西幡豆字山副５２－６ スギ薬局 幡豆店
愛知県半田市栄町２－６０ クスリのアオキ 成岩店
愛知県半田市一ノ草町２０４－３ スギ薬局 乙川店
愛知県半田市岩滑中町１－５１ スギ薬局 岩滑店
愛知県半田市大高町２－３５－１ スギ薬局 上池店
愛知県半田市清城町３－５－２ スギ薬局 清城店
愛知県半田市青山４－１－４ スギ薬局 青山店
愛知県半田市中町４－４０ スギ薬局 中町店
愛知県半田市有楽町７丁目１３６ スギ薬局 有楽店
愛知県半田市青山２－２４－１ 中部薬品 青山店
愛知県半田市乙川吉野町９ 中部薬品 半田店
愛知県尾西市三条字郷南東５７－１ スギ薬局 尾西三条店
愛知県尾張旭市三郷町中井田８３ヤマナカ三郷店内 スギヤマ薬品 ﾔﾏﾅｶ三郷店
愛知県尾張旭市渋川町２－７－５ スギヤマ薬品 庄中町店
愛知県尾張旭市北本地ケ原町１－６１ スギヤマ薬品 北本地ヶ原店
愛知県碧南市相生町５丁目４５－１ スギ薬局 新川店
愛知県碧南市羽根町３－７－１ スギ薬局 大浜店
愛知県碧南市雨池町１－２ スギ薬局 碧南雨池店
愛知県碧南市坂口町１－３７－１ スギ薬局 碧南坂口店
愛知県碧南市城山町１－６ スギ薬局 碧南城山店
愛知県碧南市伏見町３丁目２６ スギ薬局 碧南伏見店
愛知県豊橋市東脇３－４－３ クスリのアオキ 東脇店
愛知県豊橋市井原町２９－１ スギ薬局 井原店
愛知県豊橋市菰口町３－２５ スギ薬局 菰口店
愛知県豊橋市神野新田町字口ノ割７０－１ スギ薬局 神野店
愛知県豊橋市西岩田１－４－８ スギ薬局 西岩田店
愛知県豊橋市石巻本町字東野１５-３９ スギ薬局 石巻店
愛知県豊橋市東岩田１－１１－７ スギ薬局 東岩田店
愛知県豊橋市老松町１６ スギ薬局 東田店
愛知県豊橋市大岩町字西郷内１５０－１ スギ薬局 二川店
愛知県豊橋市西口町土橋１０－１ スギ薬局 飯村店
愛知県豊橋市中浜町２１９－６８ スギ薬局 豊橋中浜店
愛知県豊橋市大清水町３－１１８２豊橋南プラザ内 スギ薬局 豊橋南店
愛知県豊橋市牧野町牧野２６－４７ スギ薬局 豊橋牧野店
愛知県豊橋市東脇４－２２－１２ スギ薬局 牟呂店
愛知県豊川市下野川町１－４８ クスリのアオキ 下野川店
愛知県豊川市一宮町旭３－１ スギヤマ薬品 三河一宮店
愛知県豊川市豊が丘町１９２ スギヤマ薬品 豊川ｲﾝﾀｰ店
愛知県豊川市諏訪３－３０２プリオⅡ内 スギ薬局 プリオ豊川店
愛知県豊川市開運通２－６８－１ スギ薬局 開運通店
愛知県豊川市御津町西方日暮４１－１ スギ薬局 御津店
愛知県豊川市御油町八面横５４ スギ薬局 御油駅前店
愛知県豊川市御油町行力１３－１ スギ薬局 御油店
愛知県豊川市桜木通５－１８－１ スギ薬局 桜木店
愛知県豊川市伊奈町新屋７７－１ スギ薬局 小坂井店
愛知県豊川市蔵子７－１７－１ スギ薬局 蔵子店
愛知県豊川市一宮町栄２０１ スギ薬局 豊川一宮店
愛知県豊川市野口町道下６－１ スギ薬局 豊川野口店
愛知県豊川市本野ケ原２－１ スギ薬局 本野ケ原店
愛知県豊川市蔵子７－６１－３４ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ豊川南店
愛知県豊川市豊川西部土地区画整理事業１３２街区５ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ豊川八幡店
愛知県豊川市諏訪４－１７９ 中部薬品 豊川店
愛知県豊川市豊川駅東土地区画整理事業地内５４－５ 中部薬品 豊川東店
愛知県豊田市浄水特定土地区画整理事業地内２１１街区４ クスリのアオキ 浄水店
愛知県豊田市前山町１－２６メグリアエムパーク１Ｆ スギ薬局 ﾒｸﾞﾘｱｴﾑﾊﾟｰｸ店
愛知県豊田市朝日町１－６－１メグリア朝日店内 スギ薬局 ﾒｸﾞﾘｱ朝日店
愛知県豊田市宮町５丁目５３ スギ薬局 宮町店
愛知県豊田市元宮町５－２６－１ スギ薬局 元宮店



愛知県の店舗⑤

店舗住所 取組販売店名 店舗名

愛知県豊田市三軒町７－３０－１ スギ薬局 三軒町店
愛知県豊田市山之手７－７７－１ スギ薬局 山之手店
愛知県豊田市志賀町香九礼１－１７７メグリア志賀店２Ｆ スギ薬局 志賀店
愛知県豊田市若林東町上外根７８－３メグリア若園店内 スギ薬局 若園店
愛知県豊田市上野町４－６－９ スギ薬局 上野店
愛知県豊田市深田町１－５５－１ スギ薬局 深田店
愛知県豊田市神田町２-３-２ スギ薬局 神田店
愛知県豊田市青木町１丁目７０－１８ スギ薬局 青木店
愛知県豊田市美里５－１０－６ スギ薬局 美里店
愛知県豊田市柿本町２－１３フィールリスタ１Ｆ スギ薬局 豊田リスタ店
愛知県豊田市高崎町北ノ脇３０－１６ スギ薬局 豊田高崎店
愛知県豊田市高上１－１５－５ スギ薬局 豊田高上店
愛知県豊田市挙母町５－５６－１ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ挙母店
愛知県豊田市上郷町２－４－７ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ上郷店
愛知県豊田市大林町１７－３－１ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ大林店
愛知県豊田市上挙母４－２３ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ豊田上挙母店
愛知県豊明市前後町善江１７３５パルネス前後Ｂ１Ｆ スギ薬局 パルネス前後店
愛知県豊明市沓掛町丘下１２－１ スギ薬局 沓掛店
愛知県豊明市前後町五軒屋１５３４－１ スギ薬局 前後店
愛知県豊明市二村台２－１８－９ スギ薬局 二村台店
愛知県豊明市三崎町丸ノ内２－１８ スギ薬局 豊明三崎店
愛知県北名古屋市沖村山ノ神２８－１ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ西春店
愛知県名古屋市熱田区六野１－２－１１ ｲｵﾝ 熱田店
愛知県名古屋市中川区小塚町６２－１ ウエルシア薬局 名古屋小塚店
愛知県名古屋市緑区藤塚１－１０３ スギヤマ薬品 神の倉店
愛知県名古屋市守山区小幡南３－１－４１ スギヤマ薬品 千代田店
愛知県名古屋市南区豊４－１８－４８ スギヤマ薬品 豊店
愛知県名古屋市中川区長須賀３－３０６スマイルプラザ１Ｆ スギ薬局 ｽﾏｲﾙﾌﾟﾗｻﾞ店
愛知県名古屋市港区七番町１－２－１エディオン東海通店１Ｆ スギ薬局 みなと七番町店
愛知県名古屋市東区矢田２－１－９５メッツ大曽根２Ｆ スギ薬局 ﾒｯﾂ大曽根店
愛知県名古屋市名東区引山２－１１０ スギ薬局 引山店
愛知県名古屋市緑区姥子山２－６０１ スギ薬局 姥子山店
愛知県名古屋市緑区浦里５－１５３ スギ薬局 浦里店
愛知県名古屋市中村区大日町１０４ スギ薬局 栄生店
愛知県名古屋市南区柵下町３－３－２ スギ薬局 笠寺店
愛知県名古屋市南区粕畠町３－１４ スギ薬局 笠寺南店
愛知県名古屋市中村区烏森町５－７１－１ スギ薬局 岩塚店
愛知県名古屋市瑞穂区新開町１６－３８ スギ薬局 牛巻店
愛知県名古屋市名東区極楽２丁目１２２－１ スギ薬局 極楽店
愛知県名古屋市中区金山２－３－２ スギ薬局 金山北店
愛知県名古屋市天白区原２－６０６ スギ薬局 原店
愛知県名古屋市中川区戸田西３－１７０７ スギ薬局 戸田店
愛知県名古屋市昭和区恵方町１－３１ スギ薬局 御器所西店
愛知県名古屋市昭和区阿由知通４－１５リーブル御器所１Ｆ スギ薬局 御器所店
愛知県名古屋市中村区向島町１－３５ スギ薬局 向島店
愛知県名古屋市名東区香流２－１００８ スギ薬局 香流店
愛知県名古屋市天白区高坂町２０７ スギ薬局 高坂店
愛知県名古屋市中川区高畑２－２２ スギ薬局 高畑店
愛知県名古屋市千種区今池５－８－２０ スギ薬局 今池東店
愛知県名古屋市東区砂田橋５－３－１４ スギ薬局 砂田橋店
愛知県名古屋市港区砂美町２６ スギ薬局 砂美店
愛知県名古屋市昭和区桜山町６－１０４－２５ スギ薬局 桜山店
愛知県名古屋市瑞穂区汐路町４－１－１ スギ薬局 汐路店
愛知県名古屋市守山区深沢１－２６０３ スギ薬局 守山吉根店
愛知県名古屋市守山区幸心３－１４０４ スギ薬局 守山幸心店
愛知県名古屋市守山区小幡中１－１－２１ スギ薬局 小幡店
愛知県名古屋市中区富士見町３-２６ スギ薬局 上前津店
愛知県名古屋市北区上飯田南町５－１３５ スギ薬局 上飯田店
愛知県名古屋市北区金田町３－２２ スギ薬局 城北店
愛知県名古屋市西区上名古屋３－２４－１３ スギ薬局 浄心店
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通４－１５ スギ薬局 瑞穂通店
愛知県名古屋市港区正保町６－２ スギ薬局 正保店
愛知県名古屋市中区正木１－２－３３ スギ薬局 正木店
愛知県名古屋市東区白壁２－５－１６ スギ薬局 清水口店
愛知県名古屋市緑区桶狭間神明３９０１ スギ薬局 清水山店
愛知県名古屋市中川区新家３－１３０４ スギ薬局 千音寺店



愛知県の店舗⑥
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愛知県名古屋市緑区相川３－２５０－２ スギ薬局 相川店
愛知県名古屋市中村区草薙町２－９０ スギ薬局 草薙店
愛知県名古屋市北区会所町２２４ スギ薬局 大我麻店
愛知県名古屋市緑区南大高１－１０８ スギ薬局 大高南店
愛知県名古屋市北区大曽根１－２２－４６ スギ薬局 大曽根店
愛知県名古屋市中村区日吉町１５ スギ薬局 大門店
愛知県名古屋市千種区谷口町５－２４ スギ薬局 谷口店
愛知県名古屋市中川区一色新町３－１４０１ スギ薬局 中川一色新町店
愛知県名古屋市名東区猪高台１－１０１９ スギ薬局 猪高台店
愛知県名古屋市名東区八前３－２０１ スギ薬局 猪高店
愛知県名古屋市中川区長良町２－１０５－１Ｆ スギ薬局 長良町店
愛知県名古屋市港区新川町３ スギ薬局 東海橋店
愛知県名古屋市緑区鶴が沢１－２３０４ スギ薬局 徳重店
愛知県名古屋市南区内田橋１－１－１３ スギ薬局 内田橋店
愛知県名古屋市中川区清川町４－１－１８ スギ薬局 日出店
愛知県名古屋市熱田区中出町１－３０ スギ薬局 日比野店
愛知県名古屋市緑区藤塚２－１２１５ スギ薬局 白土店
愛知県名古屋市名東区富が丘１１ スギ薬局 富が丘店
愛知県名古屋市名東区文教台１－７１９ スギ薬局 文教台店
愛知県名古屋市緑区平手南２－１３４ スギ薬局 平手店
愛知県名古屋市天白区中平４－１８０８－２ スギ薬局 平針店
愛知県名古屋市港区宝神４－１０７ スギ薬局 宝神店
愛知県名古屋市南区北内町２－１９－１ スギ薬局 北内店
愛知県名古屋市千種区今池１－１１－５ スギ薬局 名古屋今池店
愛知県名古屋市緑区鴻仏目２－１１０ スギ薬局 鳴海店
愛知県名古屋市港区木場町２－２２ スギ薬局 木場店
愛知県名古屋市瑞穂区彌富通３－２９ スギ薬局 弥富通店
愛知県名古屋市港区油屋町１－２２－１ スギ薬局 油屋店
愛知県名古屋市緑区六田１－１７５ スギ薬局 六田店
愛知県名古屋市緑区諸の木３－１０１－２ 一般店／ﾊﾟﾙﾀｯｸ中部/RDC中部 ﾁｭｳﾌﾞﾔｸﾋﾝﾌﾞｲﾄﾞﾗｯｸﾞﾅﾙﾐﾐﾅﾐﾃﾝ
愛知県名古屋市緑区桶狭間北２－１１１３ 一般店／ﾊﾟﾙﾀｯｸ中部/RDC中部 ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑｶｰﾏｵｹﾊｻﾞﾏﾃﾝ
愛知県名古屋市守山区下志段味字池段寺９４４ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ志段味西店
愛知県名古屋市中区新栄２－７－７ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ新栄店
愛知県名古屋市守山区金屋１－９０３ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ新守山店
愛知県名古屋市守山区大森１－２８０６ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ大森店
愛知県名古屋市北区中切町６－８ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ中切店
愛知県名古屋市守山区天子田３－８０２ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ天子田店
愛知県名古屋市中村区二瀬町２６－３ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ二瀬店
愛知県名古屋市緑区万場山２－２１５ 中部薬品 Vﾄﾞﾗｯｸﾞ万場山店
愛知県名古屋市千種区光が丘２－１５０３ 中部薬品 光ヶ丘店
愛知県名古屋市南区鶴見通２－１－２ 中部薬品 柴田店
愛知県名古屋市守山区小幡常燈２１０７ 中部薬品 守山小幡店
愛知県名古屋市守山区村合町２２２ 中部薬品 守山大永寺店
愛知県名古屋市中川区供米田１－１１１ 中部薬品 中川富田店
愛知県名古屋市北区辻本通１－５５－１ 中部薬品 辻本通店
愛知県名古屋市天白区山郷町２１ 中部薬品 天白島田店
愛知県名古屋市天白区中坪町１３２ 中部薬品 天白野並店
愛知県名古屋市港区知多３－３１０ 中部薬品 南陽店
愛知県名古屋市緑区細口２－１１０ 中部薬品 緑鳴丘薬局
愛知県名古屋市港区木場町２－３８ 富士薬品 木場店
愛知県弥富市鯏浦町下六６２－１ クスリのアオキ 鯏浦店
愛知県弥富市平島中４－５ スギ薬局 弥富店


