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■【ツルハドラッグ】コラージュリペアシリーズ　取扱店舗
※ご来店時、お取り扱いがない場合もありますので、予めご了承ください。
※お取り扱いについて、個別にお問い合わせいただいても対応できかねます。

店名 郵便番号 住所
ツルハドラッグ 勿来店 974-8232 福島県いわき市錦町江栗大町１６－１
ツルハドラッグ いわき四倉店 979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字南姥田６１－１
ツルハドラッグ いわき鹿島ＳＣ店 971-8133 福島県いわき市鹿島町米田字手倉７－２　鹿島ＳＣエブリアノース内
ツルハドラッグ 小名浜店 971-8151 福島県いわき市小名浜岡小名字小館１９－６
ツルハドラッグ 小名浜神白店 970-0316 福島県いわき市小名浜下神白字狩亦５９－１５
ツルハドラッグ 小名浜大原店 971-8111 福島県いわき市小名浜大原字東田９６
ツルハドラッグ いわき下湯長谷店 972-8317 福島県いわき市常磐下湯長谷町シザ７０－１
ツルハドラッグ いわき湯本店 972-8311 福島県いわき市常磐水野谷町諏訪ケ崎５－１
ツルハドラッグ いわき玉露店 971-8172 福島県いわき市泉玉露５－７－６
ツルハドラッグ いわき泉店 971-8182 福島県いわき市泉町滝尻字御前田４６
ツルハドラッグ いわきニュータウン店 970-8044 福島県いわき市中央台飯野４－１
ツルハドラッグ いわき中岡店 974-8251 福島県いわき市中岡町４－５－１０
ツルハドラッグ 内郷みまや店 973-8402 福島県いわき市内郷御厩町３－１２２
ツルハドラッグ いわき内郷店 973-8408 福島県いわき市内郷高坂町八反田５２
ツルハドラッグ 平窪店 970-8006 福島県いわき市平下平窪山土内町１－１
ツルハドラッグ いわき三倉店 970-8026 福島県いわき市平字三倉６６－５
ツルハドラッグ いわき童子町店 970-8026 福島県いわき市平字童子町３－１４
ツルハドラッグ 上荒川店 970-8034 福島県いわき市平上荒川字桜町４－１
ツルハドラッグ 川俣店 960-1406 福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字学校前２０－１
ツルハドラッグ 保原店 960-0684 福島県伊達市保原町上保原字金山３－１
ツルハドラッグ 梁川店 960-0747 福島県伊達市梁川町字町裏３４－１
ツルハドラッグ 会津坂下店 969-6551 福島県河沼郡会津坂下町字舘ノ下１２７
ツルハドラッグ 会津坂下インター店 969-6586 福島県河沼郡会津坂下町大字坂本字下新田丁３１７
ツルハドラッグ 会津旭町店 965-0032 福島県会津若松市旭町７－２６
ツルハドラッグ 会津河東店 969-3441 福島県会津若松市河東町南高野字向原１２－１
ツルハドラッグ 会津真宮店 965-0102 福島県会津若松市真宮新町北２－９
ツルハドラッグ 会津七日町店 965-0045 福島県会津若松市西七日町２１－１０
ツルハドラッグ 会津南町店 965-0808 福島県会津若松市南町６５－１
ツルハドラッグ 会津扇町店 965-0024 福島県会津若松市白虎町１１４－１
ツルハドラッグ 会津門田店 965-0824 福島県会津若松市北青木２－６１
ツルハドラッグ 会津滝沢店 965-0015 福島県会津若松市北滝沢２－１－３８
ツルハドラッグ 喜多方塩川店 969-3512 福島県喜多方市塩川町字東栄町五丁目６－３
ツルハドラッグ 喜多方南店 966-0015 福島県喜多方市関柴町上高額字前田１７５０
ツルハドラッグ 喜多方西店 966-0096 福島県喜多方市字押切南２－５１
ツルハドラッグ 喜多方上江店 966-0043 福島県喜多方市字上江３６４７－４
ツルハドラッグ 郡山安積店 963-0107 福島県郡山市安積４－２０３
ツルハドラッグ 郡山荒井店 963-0118 福島県郡山市安積北井２－２９１
ツルハドラッグ 郡山さくら通り店 963-8014 福島県郡山市虎丸町２－１
ツルハドラッグ 郡山台新店 963-8852 福島県郡山市台新２－３３－２６
ツルハドラッグ 郡山片平店 963-0216 福島県郡山市中ノ目１－１７
ツルハドラッグ 郡山堤店 963-0205 福島県郡山市堤１－２６
ツルハドラッグ 郡山金屋店 963-0725 福島県郡山市田村町金屋字マセ口２０－２
ツルハドラッグ 郡山守山店 963-1155 福島県郡山市田村町守山字御殿河原１１７－１
ツルハドラッグ 郡山日和田店 963-0534 福島県郡山市日和田町字財ノ木原１５－１
ツルハドラッグ 富久山店 963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字上野４６－２
ツルハドラッグ 郡山久保田店 963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字大久保７８－１
ツルハドラッグ 富久山福原店 963-8061 福島県郡山市富久山町福原字陣場１９３－２
ツルハドラッグ 希望が丘店 963-8041 福島県郡山市富田町字大徳南６－１０
ツルハドラッグ 八山田店 963-8047 福島県郡山市富田東３－２２
ツルハドラッグ 富田店 963-8043 福島県郡山市名郷田１－１
ツルハドラッグ 須賀川西店 962-0013 福島県須賀川市岡東町１９３
ツルハドラッグ 須賀川南店 962-0837 福島県須賀川市高久田境１３２－６
ツルハドラッグ 須賀川長沼店 962-0201 福島県須賀川市志茂字六角６５
ツルハドラッグ 須賀川店 962-0852 福島県須賀川市仲の町８７　ザ・ビッグ須賀川店内
ツルハドラッグ 矢吹店 969-0222 福島県西白河郡矢吹町八幡町４１８－２
ツルハドラッグ 矢吹中央インター店 969-0222 福島県西白河郡矢吹町八幡町７７８
ツルハドラッグ 福島古殿店 963-8306 福島県石川郡古殿町大字田口字平舘４０－１
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■【ツルハドラッグ】コラージュリペアシリーズ　取扱店舗
※ご来店時、お取り扱いがない場合もありますので、予めご了承ください。
※お取り扱いについて、個別にお問い合わせいただいても対応できかねます。

店名 郵便番号 住所
ツルハドラッグ 石川店 963-7846 福島県石川郡石川町字長久保８２
ツルハドラッグ 浅川店 963-6204 福島県石川郡浅川町大字浅川字月斉陣場１－３
ツルハドラッグ 福島平田店 963-8202 福島県石川郡平田村大字上蓬田字馬道２３－１
ツルハドラッグ 相馬店 976-0013 福島県相馬市小泉字根岸９６－１
ツルハドラッグ 相馬桜ケ丘店 976-0042 福島県相馬市中村字桜ケ丘１３０
ツルハドラッグ 相馬南店 976-0036 福島県相馬市馬場野字雨田９－１
ツルハドラッグ 会津高田店 969-6266 福島県大沼郡会津美里町字布才地５８１－１
ツルハドラッグ 小野店 963-3521 福島県田村郡小野町大字飯豊字五反田６３　おのタウンコムコム内
ツルハドラッグ 船引店 963-4312 福島県田村市船引町船引字川代６９
ツルハドラッグ 田村大越店 963-4112 福島県田村市大越町下大越字中田３８－１
ツルハドラッグ 塙店 963-5405 福島県東白川郡塙町大字塙字大町１丁目１３
ツルハドラッグ 矢祭店 963-5119 福島県東白川郡矢祭町大字小田川字恩岩３６－１
ツルハドラッグ 南会津下郷店 969-5332 福島県南会津郡下郷町大字中妻字大百刈９５
ツルハドラッグ 南会津店 967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字谷地甲５５－１１
ツルハドラッグ 原町錦店 975-0031 福島県南相馬市原町区錦町２－６０－１
ツルハドラッグ 原町西店 975-0015 福島県南相馬市原町区国見町２－１２０－１
ツルハドラッグ 原町中央店 975-0007 福島県南相馬市原町区南町１－４－１
ツルハドラッグ 原町店 975-0037 福島県南相馬市原町区北原字境堀２５６
ツルハドラッグ 鹿島寺内店 979-2333 福島県南相馬市鹿島区寺内字本屋敷２８－１
ツルハドラッグ 鹿島店 979-2334 福島県南相馬市鹿島区西町２－３－１
ツルハドラッグ 二本松店 964-0906 福島県二本松市若宮２－９３
ツルハドラッグ 二本松上竹店 964-0912 福島県二本松市上竹２－２７５－１
ツルハドラッグ 白河結城店 961-0041 福島県白河市結城４４
ツルハドラッグ 白河大信店 969-0309 福島県白河市大信町屋字朴田６１－３
ツルハドラッグ 白河東店 961-0303 福島県白河市東釜子字田町１９０－１
ツルハドラッグ 白河モール店 961-0831 福島県白河市老久保７３－１
ツルハドラッグ 福島鎌田店 960-0102 福島県福島市鎌田字西舟戸１１－１
ツルハドラッグ 福島庭坂店 960-2261 福島県福島市町庭坂字町尻１４－２
ツルハドラッグ 福島方木田店 960-8163 福島県福島市方木田字前白家９－２
ツルハドラッグ 野田店 960-8055 福島県福島市野田町４－１－３
ツルハドラッグ 野田西店 960-8055 福島県福島市野田町７－３－８
ツルハドラッグ 本宮店 969-1104 福島県本宮市荒井字久保田１３２－８－２
ツルハドラッグ 本宮中央店 969-1149 福島県本宮市本宮字万世１９５－１
ツルハドラッグ 猪苗代店 969-3121 福島県耶麻郡猪苗代町字梨木西７８


