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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 旭町店 070-0831 北海道旭川市旭町一条７丁目２６３２－１
ツルハドラッグ 旭川中央店 070-0031 北海道旭川市一条通８丁目１８７
ツルハドラッグ 永山店 079-8413 北海道旭川市永山三条１９丁目２－５
ツルハドラッグ 永山３条西店 079-8413 北海道旭川市永山三条８丁目２－６
ツルハドラッグ 永山環状通店 079-8417 北海道旭川市永山七条５丁目１－１５
ツルハドラッグ 永山南店 079-8418 北海道旭川市永山八条４丁目９８－２
ツルハドラッグ 宮前店 078-8391 北海道旭川市宮前一条３丁目２－１２
ツルハドラッグ 錦町店 070-0824 北海道旭川市錦町１５丁目２９０３－２
ツルハドラッグ 旭川４条店 070-0034 北海道旭川市四条通１５丁目７５０
ツルハドラッグ 旭川４条西店 070-0034 北海道旭川市四条通１丁目２２４１－６
ツルハドラッグ 旭川７条店 078-8217 北海道旭川市七条通１８丁目９２－９
ツルハドラッグ 春光１条店 070-0871 北海道旭川市春光一条９丁目１９－６
ツルハドラッグ 春光５条店 070-0875 北海道旭川市春光五条４丁目８－１２
ツルハドラッグ 旭川春光台店 071-8143 北海道旭川市春光台三条４丁目６－３
ツルハドラッグ 旭川神楽岡店 078-8315 北海道旭川市神楽岡五条６丁目４－２０
ツルハドラッグ 旭川神楽５条店 070-8005 北海道旭川市神楽五条１２丁目１－２０
ツルハドラッグ 神楽店 070-8005 北海道旭川市神楽五条９丁目２－２７
ツルハドラッグ 神居十字街店 070-8013 北海道旭川市神居三条１１丁目２－２１
ツルハドラッグ 忠和店 070-8044 北海道旭川市忠和四条６丁目４－１２
ツルハドラッグ 東旭川店 078-8251 北海道旭川市東旭川北一条１丁目２５－１
ツルハドラッグ 旭川東５条店 070-0025 北海道旭川市東五条１１丁目３－８
ツルハドラッグ 東光店 078-8341 北海道旭川市東光一条５丁目１－５
ツルハドラッグ 東光１条店 078-8341 北海道旭川市東光一条７丁目１－１４
ツルハドラッグ 東光９条店 078-8349 北海道旭川市東光九条１丁目３
ツルハドラッグ 東光１０条店 078-8350 北海道旭川市東光十条４丁目１－１８
ツルハドラッグ 東光１２条店 078-8352 北海道旭川市東光十二条６丁目５－２８
ツルハドラッグ 東６条店 070-0026 北海道旭川市東六条３丁目１－１２
ツルハドラッグ 旭川南６条店 078-8336 北海道旭川市南六条通１８丁目２１８２－９０
ツルハドラッグ 旭川２条店 078-8212 北海道旭川市二条通２３丁目１１０－１
ツルハドラッグ 旭川豊岡７条店 078-8237 北海道旭川市豊岡七条２丁目２－３
ツルハドラッグ 豊岡１２条店 078-8242 北海道旭川市豊岡十二条４丁目５－６
ツルハドラッグ 旭川末広北店 071-8131 北海道旭川市末広一条１０丁目１－２０
ツルハドラッグ 末広１条店 071-8131 北海道旭川市末広一条４丁目１－５
ツルハドラッグ 末広東店 071-8121 北海道旭川市末広東一条９丁目２－５
ツルハドラッグ 旭川緑が丘店 078-8803 北海道旭川市緑が丘東三条１丁目３－３
ツルハドラッグ 緑町店 070-0823 北海道旭川市緑町１８丁目３０３４－１
ツルハドラッグ 芦別店 075-0014 北海道芦別市北四条東１丁目９－１
ツルハドラッグ 倶知安南店 044-0045 北海道虻田郡倶知安町南十一条西１丁目
ツルハドラッグ 倶知安店 044-0036 北海道虻田郡倶知安町南六条西１丁目１５－５
ツルハドラッグ 舟岡店 052-0014 北海道伊達市舟岡町１９８－３
ツルハドラッグ 伊達末永店 052-0021 北海道伊達市末永町４９－５４
ツルハドラッグ 伊達店 052-0021 北海道伊達市末永町７－１
ツルハドラッグ 浦河店 057-0034 北海道浦河郡浦河町堺町西６丁目４９２－５３
ツルハドラッグ 芽室店 082-0016 北海道河西郡芽室町東六条１丁目４－４
ツルハドラッグ すずらん台店 080-0362 北海道河東郡音更町すずらん台仲町１丁目１－１
ツルハドラッグ 音更店 080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西１５丁目２－４
ツルハドラッグ ＯＫ店 080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西１７丁目　スーパーオーケーセンター内
ツルハドラッグ 木野店 080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西７丁目１－２４
ツルハドラッグ 森店 049-2313 北海道茅部郡森町字森川町２３３－３４
ツルハドラッグ 岩見沢駅前店 068-0021 北海道岩見沢市一条西６丁目７－１
ツルハドラッグ 岩見沢駒園店 068-0834 北海道岩見沢市駒園７丁目３－４０
ツルハドラッグ 岩見沢５条店 068-0005 北海道岩見沢市五条東６丁目３－９
ツルハドラッグ 岩見沢大和店 068-0851 北海道岩見沢市大和一条８丁目３－１
ツルハドラッグ 岩見沢鉄北店 068-0044 北海道岩見沢市北四条西１１丁目３－２４
ツルハドラッグ 七飯大川店 041-1122 北海道亀田郡七飯町大川１丁目２－１３
ツルハドラッグ 七飯店 041-1111 北海道亀田郡七飯町本町４丁目１－４１
ツルハドラッグ 七飯鳴川店 041-1112 北海道亀田郡七飯町鳴川３丁目１７７
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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 上富良野旭町店 071-0553 北海道空知郡上富良野町旭町４丁目２１２－１０８
ツルハドラッグ 南幌店 069-0235 北海道空知郡南幌町中央２丁目１－２
ツルハドラッグ 釧路河畔店 088-2143 北海道釧路郡釧路町河畔３丁目１
ツルハドラッグ 釧路桂木店 088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木４丁目１６
ツルハドラッグ 阿寒湖温泉店 085-0467 北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉１丁目４
ツルハドラッグ 釧路愛国店 085-0058 北海道釧路市愛国東１丁目１２－３
ツルハドラッグ 釧路芦野店 085-0061 北海道釧路市芦野５丁目２７－８
ツルハドラッグ 釧路桜ケ岡店 085-0805 北海道釧路市桜ケ岡４丁目１－４
ツルハドラッグ 釧路若松店 085-0033 北海道釧路市若松町１２－１３
ツルハドラッグ 春採７丁目店 085-0813 北海道釧路市春採７丁目１－４８
ツルハドラッグ 釧路昭和中央店 084-0910 北海道釧路市昭和中央５丁目２－１２
ツルハドラッグ 新橋大通店 085-0046 北海道釧路市新橋大通１丁目２－１７
ツルハドラッグ 川北店 085-0003 北海道釧路市川北町１－３
ツルハドラッグ 中園店 085-0052 北海道釧路市中園町１０－１１
ツルハドラッグ 釧路鳥取大通東店 084-0906 北海道釧路市鳥取大通１丁目５－８
ツルハドラッグ 釧路鳥取店 084-0906 北海道釧路市鳥取大通９丁目９－２８
ツルハドラッグ 釧路富士見店 085-0832 北海道釧路市富士見３丁目５－７
ツルハドラッグ 武佐店 085-0806 北海道釧路市武佐３丁目４７－２３
ツルハドラッグ 釧路文苑店 085-0063 北海道釧路市文苑２丁目４８－１４
ツルハドラッグ 釧路緑ケ岡店 085-0814 北海道釧路市緑ケ岡４丁目８－８０
ツルハドラッグ 恵み野西店 061-1373 北海道恵庭市恵み野西３丁目１－１
ツルハドラッグ 恵み野里美店 061-1376 北海道恵庭市恵み野里美１丁目１－３
ツルハドラッグ マックスバリュ恵庭店 061-1432 北海道恵庭市恵央町１１－１
ツルハドラッグ 恵庭店 061-1441 北海道恵庭市住吉町２丁目１０－１４
ツルハドラッグ 美咲野店 061-1427 北海道恵庭市美咲野３丁目８－１１
ツルハドラッグ 広尾店 089-2624 北海道広尾郡広尾町並木通東２丁目２－９
ツルハドラッグ 上江別店 067-0064 北海道江別市上江別４４３－１
ツルハドラッグ 大麻中央店 069-0865 北海道江別市大麻南樹町１－３
ツルハドラッグ 大麻北店 069-0861 北海道江別市大麻北町５２１－３４
ツルハドラッグ 東野幌店 069-0824 北海道江別市東野幌本町３５－２　ＢｉｇＨｏｕｓｅ内
ツルハドラッグ 江別文京台店 069-0833 北海道江別市文京台３１－４
ツルハドラッグ 江別住吉店 069-0816 北海道江別市野幌住吉町３７－２
ツルハドラッグ 代々木店 069-0817 北海道江別市野幌代々木町７７－１
ツルハドラッグ 野幌店 069-0813 北海道江別市野幌町１０－１　イオンタウン江別内
ツルハドラッグ 富川店 055-0006 北海道沙流郡日高町富川南２丁目２－５
ツルハドラッグ 砂川吉野店 073-0121 北海道砂川市吉野一条南５丁目３５－５
ツルハドラッグ 砂川店 073-0141 北海道砂川市西一条南２丁目１－１
ツルハドラッグ 砂川東店 073-0151 北海道砂川市東一条北７丁目１－１０
ツルハドラッグ 厚別西店 004-0063 北海道札幌市厚別区厚別西三条４丁目１－３３
ツルハドラッグ 厚別東店 004-0005 北海道札幌市厚別区厚別東五条３丁目２４－７
ツルハドラッグ ひばりが丘店 004-0022 北海道札幌市厚別区厚別南２丁目１０－１０
ツルハドラッグ 厚別南店 004-0022 北海道札幌市厚別区厚別南５丁目２２－５０
ツルハドラッグ 上野幌店 004-0033 北海道札幌市厚別区上野幌三条２丁目１－５
ツルハドラッグ 大谷地東店 004-0041 北海道札幌市厚別区大谷地東３丁目３－２０
ツルハドラッグ 手稲星置店 006-0860 北海道札幌市手稲区手稲山口５１０－１９
ツルハドラッグ 手稲星置駅前店 006-0851 北海道札幌市手稲区星置一条２丁目２－１
ツルハドラッグ 手稲前田６条店 006-0816 北海道札幌市手稲区前田六条６丁目１－７
ツルハドラッグ 手稲富丘店 006-0011 北海道札幌市手稲区富丘一条４丁目１３－１０
ツルハドラッグ 真栄店 004-0833 北海道札幌市清田区真栄三条２丁目１８－１０
ツルハドラッグ 平岡店 004-0872 北海道札幌市清田区平岡二条５丁目２－５０
ツルハドラッグ 北野店 004-0867 北海道札幌市清田区北野七条５丁目１２－２０
ツルハドラッグ 里塚緑ケ丘店 004-0805 北海道札幌市清田区里塚緑ケ丘２丁目７－３０
ツルハドラッグ 宮の沢店 063-0051 北海道札幌市西区宮の沢一条４丁目８－２７
ツルハドラッグ 琴似中央店 063-0812 北海道札幌市西区琴似二条４丁目２－１
ツルハドラッグ 西町北店 063-0061 北海道札幌市西区西町北１０丁目１－６
ツルハドラッグ 西野３条店 063-0033 北海道札幌市西区西野三条８丁目９－１８
ツルハドラッグ 西野７条店 063-0037 北海道札幌市西区西野七条７丁目３－２０
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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 西野２条店 063-0032 北海道札幌市西区西野二条２丁目４－１
ツルハドラッグ 琴似駅東口店 063-0861 北海道札幌市西区八軒一条東１丁目４－１
ツルハドラッグ 八軒店 063-0846 北海道札幌市西区八軒六条西６丁目３－１
ツルハドラッグ 発寒１３条店 063-0833 北海道札幌市西区発寒十三条４丁目１３－８５
ツルハドラッグ 発寒中央駅前店 063-0830 北海道札幌市西区発寒十条３丁目１－１０
ツルハドラッグ 宮の森３条店 064-0953 北海道札幌市中央区宮の森三条６丁目２－１５
ツルハドラッグ 南９条店 064-0809 北海道札幌市中央区南九条西９丁目３－５
ツルハドラッグ 西線店 064-0804 北海道札幌市中央区南四条西１５丁目２－１
ツルハドラッグ 南１４条店 064-0914 北海道札幌市中央区南十四条西１４丁目２－１７
ツルハドラッグ 行啓通店 064-0914 北海道札幌市中央区南十四条西９丁目３－４１
ツルハドラッグ 南１６条店 064-0916 北海道札幌市中央区南十六条西１１丁目２－５
ツルハドラッグ 旭ケ丘８条店 064-0808 北海道札幌市中央区南八条西２４丁目２－１０
ツルハドラッグ 南六条店 064-0806 北海道札幌市中央区南六条西９丁目１０１８－２
ツルハドラッグ 円山店 064-0821 北海道札幌市中央区北一条西２４丁目４－１　東光ストア円山店１Ｆ
ツルハドラッグ 東雁来店 007-0030 北海道札幌市東区東雁来十条３丁目１－５
ツルハドラッグ 東苗穂７条店 007-0807 北海道札幌市東区東苗穂七条３丁目２－１
ツルハドラッグ 東苗穂店 007-0812 北海道札幌市東区東苗穂十二条３丁目１－１０
ツルハドラッグ 伏古店 007-0865 北海道札幌市東区伏古五条４丁目
ツルハドラッグ 伏古１１条店 007-0871 北海道札幌市東区伏古十一条４丁目１－７
ツルハドラッグ 北５０条店 007-0850 北海道札幌市東区北五十条東８丁目１－３８
ツルハドラッグ 北３５条店 007-0835 北海道札幌市東区北三十五条東３丁目１－１
ツルハドラッグ 北４１条店 007-0841 北海道札幌市東区北四十一条東５丁目２－１８
ツルハドラッグ 北１０条店 065-0010 北海道札幌市東区北十条東５丁目１－４０
ツルハドラッグ 北１２条店 065-0012 北海道札幌市東区北十二条東８丁目３－１
ツルハドラッグ 北１８条東店 065-0018 北海道札幌市東区北十八条東１５丁目１－１０
ツルハドラッグ 元町駅前店 065-0023 北海道札幌市東区北二十三条東１６丁目１－１１
ツルハドラッグ 元町店 065-0024 北海道札幌市東区北二十四条東２０丁目１－２１
ツルハドラッグ 北２６条店 065-0026 北海道札幌市東区北二十六条東１５丁目１－１５
ツルハドラッグ 新道元町店 065-0026 北海道札幌市東区北二十六条東２１丁目７－１
ツルハドラッグ 本町店 065-0042 北海道札幌市東区本町二条４丁目８－１６
ツルハドラッグ 真駒内南店 005-0016 北海道札幌市南区真駒内南町４丁目５－１
ツルハドラッグ 澄川３条店 005-0003 北海道札幌市南区澄川三条３丁目３－７
ツルハドラッグ 石山店 005-0842 北海道札幌市南区石山二条９丁目７－５９
ツルハドラッグ 藤野店 061-2282 北海道札幌市南区藤野二条６丁目７－１
ツルハドラッグ 栄通店 003-0021 北海道札幌市白石区栄通１４丁目２－１
ツルハドラッグ 菊水元町店 003-0822 北海道札幌市白石区菊水元町二条２丁目２－１
ツルハドラッグ 菊水３条店 003-0803 北海道札幌市白石区菊水三条５丁目２－２５
ツルハドラッグ 菊水上町店 003-0813 北海道札幌市白石区菊水上町三条２丁目５２－４２９
ツルハドラッグ 白石駅前店 003-0003 北海道札幌市白石区東札幌三条６丁目１－２０
ツルハドラッグ 大谷地店 003-0022 北海道札幌市白石区南郷通１８丁目南５－２０
ツルハドラッグ 平和通店 003-0029 北海道札幌市白石区平和通２丁目北９－３
ツルハドラッグ 北郷４条店 003-0834 北海道札幌市白石区北郷四条１３丁目３－１
ツルハドラッグ 白石本通店 003-0026 北海道札幌市白石区本通１１丁目南７－９
ツルハドラッグ 月寒東２条店 062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東二条１８丁目７－４０
ツルハドラッグ 西岡３条店 062-0033 北海道札幌市豊平区西岡三条２丁目３－５
ツルハドラッグ 西岡店 062-0033 北海道札幌市豊平区西岡三条９丁目１－１
ツルハドラッグ 中の島店 062-0922 北海道札幌市豊平区中の島二条５丁目９－１　石丸メディカルビル１Ｆ
ツルハドラッグ 中の島２条店 062-0922 北海道札幌市豊平区中の島二条９丁目４－２１
ツルハドラッグ 美園１条店 062-0001 北海道札幌市豊平区美園一条２丁目３－１
ツルハドラッグ 平岸３条店 062-0933 北海道札幌市豊平区平岸三条１０丁目４－６
ツルハドラッグ 平岸店 062-0933 北海道札幌市豊平区平岸三条３丁目６－１
ツルハドラッグ 豊平５条店 062-0905 北海道札幌市豊平区豊平五条２丁目３－１１
ツルハドラッグ 豊平４条店 062-0904 北海道札幌市豊平区豊平四条９丁目３－１　リペア豊平内
ツルハドラッグ あいの里店 002-8072 北海道札幌市北区あいの里二条６丁目１－２８
ツルハドラッグ 篠路店 002-8023 北海道札幌市北区篠路三条４丁目１－１
ツルハドラッグ 篠路東店 002-8024 北海道札幌市北区篠路四条９丁目１５－１
ツルハドラッグ 新琴似１条店 001-0901 北海道札幌市北区新琴似一条７丁目９－３５



4／6

■【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 新琴似４番通店 001-0907 北海道札幌市北区新琴似七条１２丁目１－３３
ツルハドラッグ 新琴似７条店 001-0907 北海道札幌市北区新琴似七条６丁目２－１
ツルハドラッグ 新琴似店 001-0910 北海道札幌市北区新琴似十条２丁目１－１０
ツルハドラッグ 新川３条店 001-0923 北海道札幌市北区新川三条３丁目３－２３
ツルハドラッグ 屯田５条店 002-0855 北海道札幌市北区屯田五条５丁目３－６
ツルハドラッグ 百合が原店 002-8081 北海道札幌市北区百合が原９丁目１４－１
ツルハドラッグ 北３６条西店 001-0036 北海道札幌市北区北三十六条西９丁目２－１０
ツルハドラッグ 麻生店 001-0040 北海道札幌市北区北四十条西５丁目４－２０
ツルハドラッグ 北１２条駅前店 001-0012 北海道札幌市北区北十二条西３丁目１－６
ツルハドラッグ 北２４条店 001-0024 北海道札幌市北区北二十四条西４丁目１－２０
ツルハドラッグ 北２４条中央店 001-0024 北海道札幌市北区北二十四条西４丁目２２－３２８
ツルハドラッグ 北２４条西店 001-0024 北海道札幌市北区北二十四条西９丁目１－１
ツルハドラッグ 三笠店 068-2157 北海道三笠市若松町１２－７
ツルハドラッグ 長万部店 049-3521 北海道山越郡長万部町字長万部６８－２
ツルハドラッグ 枝幸本町店 098-5807 北海道枝幸郡枝幸町本町６４８
ツルハドラッグ 室蘭築地店 051-0031 北海道室蘭市築地町８９－３１
ツルハドラッグ 室蘭中島店 050-0074 北海道室蘭市中島町３丁目２７－５
ツルハドラッグ 東町店 050-0083 北海道室蘭市東町１丁目１１－１８
ツルハドラッグ 室蘭輪西店 050-0085 北海道室蘭市輪西町１丁目３３
ツルハドラッグ 斜里店 099-4117 北海道斜里郡斜里町青葉町２６
ツルハドラッグ 小樽店 047-0032 北海道小樽市稲穂２丁目９－１１
ツルハドラッグ 小樽駅前店 047-0032 北海道小樽市稲穂３丁目９－１
ツルハドラッグ 小樽奥沢店 047-0013 北海道小樽市奥沢１丁目１２－６
ツルハドラッグ 小樽手宮店 047-0041 北海道小樽市手宮１丁目２－１
ツルハドラッグ 朝里店 047-0152 北海道小樽市新光２丁目１－４
ツルハドラッグ 小樽梅ケ枝店 047-0044 北海道小樽市梅ケ枝町８－１５
ツルハドラッグ 松前店 049-1501 北海道松前郡松前町字建石４９－５１
ツルハドラッグ 木古内店 049-0422 北海道上磯郡木古内町字本町５４５
ツルハドラッグ 清水店 089-0138 北海道上川郡清水町南二条１１丁目７－１
ツルハドラッグ 東神楽店 071-1521 北海道上川郡東神楽町ひじり野北一条３丁目１－５
ツルハドラッグ 東川店 071-1426 北海道上川郡東川町北町４丁目２－２
ツルハドラッグ 当麻店 078-1332 北海道上川郡当麻町宇園別２区４１５
ツルハドラッグ 美瑛店 071-0215 北海道上川郡美瑛町扇町２３２
ツルハドラッグ マックスバリュ深川店 074-0005 北海道深川市五条２０－１　マックスバリュ深川店内
ツルハドラッグ 深川文光店 074-0013 北海道深川市文光町７－１０
ツルハドラッグ 北光店 074-0022 北海道深川市北光町３丁目４－１０
ツルハドラッグ 当別店 061-0218 北海道石狩郡当別町樺戸町３５０－４
ツルハドラッグ 花川南店 061-3203 北海道石狩市花川南三条５丁目８
ツルハドラッグ 花川北店 061-3213 北海道石狩市花川北三条１丁目４－２
ツルハドラッグ 樽川店 061-3259 北海道石狩市樽川九条１丁目１－２
ツルハドラッグ 赤平店 079-1143 北海道赤平市字赤平５４０－１
ツルハドラッグ 千歳高台店 066-0035 北海道千歳市高台４丁目３－５
ツルハドラッグ 千歳住吉店 066-0026 北海道千歳市住吉２丁目７－８
ツルハドラッグ 千歳新富店 066-0037 北海道千歳市新富１丁目５－１０
ツルハドラッグ 千歳長都店 066-0031 北海道千歳市長都駅前２丁目１５－１７
ツルハドラッグ 千歳向陽台店 066-0056 北海道千歳市白樺２丁目６－２
ツルハドラッグ 千歳緑町店 066-0074 北海道千歳市緑町２丁目１－５８
ツルハドラッグ 弟子屈店 088-3202 北海道川上郡弟子屈町鈴蘭１丁目３－６
ツルハドラッグ 稲田店 080-0831 北海道帯広市稲田町南９線西９－１
ツルハドラッグ 帯広西五条店 080-0015 北海道帯広市西五条南１８丁目１２
ツルハドラッグ 緑西店 080-0027 北海道帯広市西十七条南４丁目４２
ツルハドラッグ 帯広西１２条店 080-0022 北海道帯広市西十二条南３丁目２－１
ツルハドラッグ 帯広南町店 080-0028 北海道帯広市西十八条南２７丁目１－３４
ツルハドラッグ 西１８条店 080-0048 北海道帯広市西十八条北１丁目３０
ツルハドラッグ 帯広北店 080-0046 北海道帯広市西十六条北１丁目１２－７８
ツルハドラッグ 帯広西店 080-2473 北海道帯広市西二十三条南３丁目６２－３
ツルハドラッグ 帯広西２０条店 080-2470 北海道帯広市西二十条南２丁目３１－７
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店名 郵便番号 住所
ツルハドラッグ 帯広西８条店 080-0018 北海道帯広市西八条南１０丁目１－１
ツルハドラッグ 弥生店 080-0018 北海道帯広市西八条南２９丁目４－６
ツルハドラッグ 帯広大通南２４丁目店 080-0010 北海道帯広市大通南２４丁目１０
ツルハドラッグ 帯広東９条店 080-0809 北海道帯広市東九条南９丁目４－１
ツルハドラッグ 帯広東４条店 080-0804 北海道帯広市東四条南１６丁目１－６
ツルハドラッグ 帯広南の森東店 080-0861 北海道帯広市南の森東１丁目１－１２
ツルハドラッグ 帯広白樺店 080-0051 北海道帯広市白樺十六条西２丁目２－４
ツルハドラッグ 滝川空知町店 073-0034 北海道滝川市空知町２丁目１２－１２
ツルハドラッグ 滝川新町店 073-0033 北海道滝川市新町２丁目１０－３８
ツルハドラッグ 滝川朝日町店 073-0018 北海道滝川市朝日町西２丁目１－３６
ツルハドラッグ 滝川東店 073-0024 北海道滝川市東町３丁目１１８－３
ツルハドラッグ 南滝の川店 073-0013 北海道滝川市南滝の川１３１－５
ツルハドラッグ 滝川有明店 073-0045 北海道滝川市有明町２丁目４－５２
ツルハドラッグ 稚内新光店 097-0014 北海道稚内市新光町１４８３－８２
ツルハドラッグ 南稚内店 097-0005 北海道稚内市大黒２丁目３
ツルハドラッグ 稚内宝来店 097-0024 北海道稚内市宝来５丁目６－３
ツルハドラッグ 本別店 089-3314 北海道中川郡本別町南３丁目１－４
ツルハドラッグ 札内あかしや店 089-0552 北海道中川郡幕別町札内あかしや町４２－１４
ツルハドラッグ 札内店 089-0538 北海道中川郡幕別町札内共栄町１６３
ツルハドラッグ 登別若草店 059-0035 北海道登別市若草町４丁目１１－１
ツルハドラッグ 登別中央店 059-0012 北海道登別市中央町５丁目２２－４
ツルハドラッグ 登別富岸店 059-0028 北海道登別市富岸町１丁目１
ツルハドラッグ 幌別店 059-0013 北海道登別市幌別町６丁目２
ツルハドラッグ 苫小牧旭町店 053-0018 北海道苫小牧市旭町１丁目１－５
ツルハドラッグ 苫小牧音羽店 053-0044 北海道苫小牧市音羽町２丁目１８－１３
ツルハドラッグ 苫小牧花園店 053-0853 北海道苫小牧市花園町１丁目５－１
ツルハドラッグ 苫小牧桜木店 053-0832 北海道苫小牧市桜木町３丁目１８－１９
ツルハドラッグ 苫小牧住吉店 053-0046 北海道苫小牧市住吉町２丁目２９
ツルハドラッグ 沼ノ端店 059-1305 北海道苫小牧市沼ノ端中央４丁目１－５
ツルハドラッグ 苫小牧澄川店 059-1271 北海道苫小牧市澄川町１丁目２－５
ツルハドラッグ 苫小牧拓勇西店 059-1302 北海道苫小牧市拓勇西町３丁目２－１
ツルハドラッグ 苫小牧日吉店 053-0816 北海道苫小牧市日吉町１丁目７－２５
ツルハドラッグ 苫小牧日新店 053-0833 北海道苫小牧市日新町２丁目６－３０
ツルハドラッグ 苫小牧王子店 053-0022 北海道苫小牧市表町４丁目３－２３
ツルハドラッグ 苫小牧明徳店 059-1273 北海道苫小牧市明徳町２丁目４－８
ツルハドラッグ 苫小牧明野新町店 053-0054 北海道苫小牧市明野新町２丁目２－８
ツルハドラッグ 苫小牧弥生店 053-0802 北海道苫小牧市弥生町１丁目２－８
ツルハドラッグ 羽幌店 078-4123 北海道苫前郡羽幌町栄町１１７－５
ツルハドラッグ 八雲店 049-3105 北海道二海郡八雲町東雲町１７－４７
ツルハドラッグ 八雲本町店 049-3107 北海道二海郡八雲町本町１５２－１
ツルハドラッグ マックスバリュ静内店 056-0025 北海道日高郡新ひだか町静内木場町１丁目１－６９
ツルハドラッグ 静内店 056-0025 北海道日高郡新ひだか町静内木場町２丁目１－２８
ツルハドラッグ 白老店 059-0914 北海道白老郡白老町栄町２丁目１－７
ツルハドラッグ 亀田本町店 041-0813 北海道函館市亀田本町４－５
ツルハドラッグ 函館桔梗南店 041-0808 北海道函館市桔梗２丁目１０－８
ツルハドラッグ 函館桔梗店 041-0808 北海道函館市桔梗３丁目３０－１８
ツルハドラッグ 戸倉店 042-0953 北海道函館市戸倉町２６８－１
ツルハドラッグ 五稜郭店 041-0821 北海道函館市港町１丁目１－２
ツルハドラッグ 昭和店 041-0812 北海道函館市昭和１丁目２９－７
ツルハドラッグ 函館松風店 040-0035 北海道函館市松風町１２－６
ツルハドラッグ 函館人見店 040-0005 北海道函館市人見町２５－１
ツルハドラッグ 西桔梗店 041-0824 北海道函館市西桔梗町２４６－１２１
ツルハドラッグ 函館石川店 041-0802 北海道函館市石川町３１５－９
ツルハドラッグ 函館大町店 040-0052 北海道函館市大町３－２１
ツルハドラッグ 函館的場店 040-0021 北海道函館市的場町１０－３
ツルハドラッグ 函館湯川西店 042-0932 北海道函館市湯川町１丁目２４－１６
ツルハドラッグ 湯川店 042-0932 北海道函館市湯川町２丁目１８－１０
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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 函館花園店 041-0841 北海道函館市日吉町３丁目４５－３１
ツルハドラッグ 函館日吉店 041-0841 北海道函館市日吉町４丁目１６－３１
ツルハドラッグ 美原店 041-0806 北海道函館市美原２丁目４０－１６
ツルハドラッグ 北美原店 041-0806 北海道函館市美原５丁目４０－８
ツルハドラッグ 函館本通店 041-0851 北海道函館市本通２丁目３８－１４
ツルハドラッグ 函館柳町店 040-0002 北海道函館市柳町１３－１
ツルハドラッグ 美唄店 072-0004 北海道美唄市東三条北４丁目４－１
ツルハドラッグ 中標津中央店 086-1045 北海道標津郡中標津町東五条北１丁目１－１
ツルハドラッグ 中標津店 086-1015 北海道標津郡中標津町東十五条南１丁目
ツルハドラッグ 中標津東店 086-1018 北海道標津郡中標津町東十八条南１１丁目１－１
ツルハドラッグ 富良野店 076-0031 北海道富良野市本町２－８
ツルハドラッグ 富良野緑町店 076-0021 北海道富良野市緑町１－１４
ツルハドラッグ 北見とん田西町店 090-0834 北海道北見市とん田西町３０８－１
ツルハドラッグ 北見公園店 090-0015 北海道北見市公園町１３９－１０
ツルハドラッグ 北見高栄店 090-0058 北海道北見市高栄西町７丁目６－１２
ツルハドラッグ 桜町店 090-0804 北海道北見市桜町６丁目２－４
ツルハドラッグ 北見春光店 090-0801 北海道北見市春光町１丁目４９－１１
ツルハドラッグ 北見三輪北店 090-0837 北海道北見市中央三輪２丁目３１３－１
ツルハドラッグ 北見中央三輪店 090-0837 北海道北見市中央三輪２丁目４０１－２
ツルハドラッグ 北見メッセ店 090-0837 北海道北見市中央三輪５丁目４２３－５　ショッピングセンター北見メッセ１Ｆ
ツルハドラッグ 北見南町店 090-0806 北海道北見市南町１丁目８－５
ツルハドラッグ 北見美芳東店 090-0064 北海道北見市美芳町７丁目１－７
ツルハドラッグ 北見美芳店 090-0064 北海道北見市美芳町８丁目３－９
ツルハドラッグ 夕陽ケ丘店 090-0052 北海道北見市北進町１丁目１３－２６
ツルハドラッグ 北見北斗店 090-0035 北海道北見市北斗町３丁目４－８
ツルハドラッグ 北広島大曲店 061-1278 北海道北広島市大曲幸町７丁目１－３
ツルハドラッグ 北広島中央店 061-1121 北海道北広島市中央５丁目６－５
ツルハドラッグ 北広島店 061-1131 北海道北広島市美沢４丁目１－１
ツルハドラッグ 東久根別店 049-0121 北海道北斗市久根別１丁目１－１０
ツルハドラッグ 北斗七重浜店 049-0111 北海道北斗市七重浜７丁目３－４１
ツルハドラッグ 北斗中野通店 049-0156 北海道北斗市中野通１９９－１
ツルハドラッグ 名寄徳田店 096-0071 北海道名寄市字徳田８８－６
ツルハドラッグ 名寄西４条店 096-0014 北海道名寄市西四条南６丁目７
ツルハドラッグ クスリのツルハ名寄店 096-0014 北海道名寄市西四条南８丁目　西條デパート１Ｆ
ツルハドラッグ 女満別店 099-2324 北海道網走郡大空町女満別西四条４丁目２－８
ツルハドラッグ 美幌店 092-0027 北海道網走郡美幌町字稲美８９－４
ツルハドラッグ 美幌新町店 092-0015 北海道網走郡美幌町字新町１丁目７－２
ツルハドラッグ つくしケ丘店 093-0034 北海道網走市つくしケ丘１丁目９０－９３
ツルハドラッグ 網走北店 093-0074 北海道網走市北四条西４丁目１－５
ツルハドラッグ 鶴舞店 086-1834 北海道目梨郡羅臼町礼文町２２５－１
ツルハドラッグ 遠軽店 099-0404 北海道紋別郡遠軽町大通北１０丁目１－４０
ツルハドラッグ 遠軽南町店 099-0414 北海道紋別郡遠軽町南町３丁目３－４３
ツルハドラッグ 湧別店 099-6322 北海道紋別郡湧別町北兵村三区５１８－１
ツルハドラッグ 紋別落石店 099-5171 北海道紋別市渚滑町１丁目２－１－１０
ツルハドラッグ 広域紋別病院前店 094-0007 北海道紋別市落石町１丁目３－８８
ツルハドラッグ 紋別緑町店 094-0014 北海道紋別市緑町５丁目６－１７
ツルハドラッグ 別海店 086-0202 北海道野付郡別海町別海旭町１５０－２２
ツルハドラッグ 栗山店 069-1513 北海道夕張郡栗山町朝日４丁目３１－１
ツルハドラッグ 長沼中央店 069-1334 北海道夕張郡長沼町錦町南１丁目６－２１
ツルハドラッグ 余市大川店 046-0004 北海道余市郡余市町大川町１８丁目１２
ツルハドラッグ 余市店 046-0004 北海道余市郡余市町大川町８丁目１００－１
ツルハドラッグ 様似店 058-0014 北海道様似郡様似町大通１丁目１３－８
ツルハドラッグ 留萌店 077-0028 北海道留萌市花園町４丁目６－２１
ツルハドラッグ 留萌西店 077-0033 北海道留萌市見晴町１丁目５９－１
ツルハドラッグ 江差新地町店 043-0053 北海道檜山郡江差町字新地町１４


