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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 寒河江西店 991-0041 山形県寒河江市大字寒河江字塩水７１外
ツルハドラッグ 寒河江中郷店 991-0065 山形県寒河江市大字中郷字本屋敷２７６０－１
ツルハドラッグ 山形小白川店 990-0025 山形県山形市あこや町２－１４－１１
ツルハドラッグ 山形吉原店 990-2451 山形県山形市吉原２－１０－１０
ツルハドラッグ 山形宮町店 990-0057 山形県山形市宮町４－１４－６
ツルハドラッグ 五十鈴店 990-0061 山形県山形市五十鈴２－２－３０
ツルハドラッグ 山形桜田店 990-2323 山形県山形市桜田東４－９－１１
ツルハドラッグ 山形松山店 990-2412 山形県山形市松山３－６－６
ツルハドラッグ 上町店 990-2483 山形県山形市上町５－９－３
ツルハドラッグ 山形深町店 990-2462 山形県山形市深町１－３－１
ツルハドラッグ 成沢店 990-2339 山形県山形市成沢西１－６－９
ツルハドラッグ 山形清住店 990-0834 山形県山形市清住町３－８－３
ツルハドラッグ 山形鉄砲町店 990-2492 山形県山形市鉄砲町１－１４－９
ツルハドラッグ 山形嶋店 990-0885 山形県山形市嶋北４－２－１８　ヨークタウン嶋内
ツルハドラッグ 山形東原店 990-0034 山形県山形市東原町１－１１－１７
ツルハドラッグ 馬見ケ崎店 990-0810 山形県山形市馬見ケ崎２－１－２
ツルハドラッグ 山形緑町店 990-0041 山形県山形市緑町１－７－３
ツルハドラッグ 酒田南店 998-0852 山形県酒田市こがね町２－２７－３
ツルハドラッグ 酒田店 998-0006 山形県酒田市ゆたか２－１－１
ツルハドラッグ みずほ店 998-0842 山形県酒田市亀ケ崎３－９－１５
ツルハドラッグ 酒田光ケ丘店 998-0061 山形県酒田市光ケ丘２－２－３３
ツルハドラッグ 酒田若原店 998-0833 山形県酒田市若原町４－１０
ツルハドラッグ 酒田曙町店 998-0862 山形県酒田市曙町２－１７－１
ツルハドラッグ 酒田上安町店 998-0011 山形県酒田市上安町３－７－１７
ツルハドラッグ 酒田平田店 999-6711 山形県酒田市飛鳥字大林１４８－１
ツルハドラッグ 酒田本町店 998-0043 山形県酒田市本町３－９－８
ツルハドラッグ 上山四ツ谷店 999-3162 山形県上山市四ツ谷１－１－５
ツルハドラッグ 上山東店 999-3122 山形県上山市仙石字藤沼７６３－１
ツルハドラッグ 上山店 999-3232 山形県上山市長清水１－２－１６
ツルハドラッグ 新庄北店 996-0001 山形県新庄市五日町字清水川１３０１－１
ツルハドラッグ 新庄千門町店 996-0079 山形県新庄市千門町３－２４
ツルハドラッグ 新庄桧町店 996-0088 山形県新庄市桧町９－８
ツルハドラッグ 新庄末広町店 996-0031 山形県新庄市末広町３－５
ツルハドラッグ 河北店 999-3514 山形県西村山郡河北町谷地ひな市３－１－１５
ツルハドラッグ 小国店 999-1362 山形県西置賜郡小国町大字緑町４－６－１
ツルハドラッグ 白鷹店 992-0832 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥乙字田中道３９４
ツルハドラッグ 飯豊店 999-0604 山形県西置賜郡飯豊町大字椿４６４２－１
ツルハドラッグ 村山店 995-0033 山形県村山市楯岡新町２－１２－１２
ツルハドラッグ 村山西店 995-0041 山形県村山市大字河島字碇１６３－１
ツルハドラッグ 長井店 993-0014 山形県長井市小出３７３６－２
ツルハドラッグ 長井中道店 993-0053 山形県長井市中道２－１９－１９
ツルハドラッグ 鶴岡小真木原店 997-0825 山形県鶴岡市小真木原町５－５９
ツルハドラッグ 鶴岡新海店 997-0044 山形県鶴岡市新海町２０－３
ツルハドラッグ 鶴岡新斎店 997-0045 山形県鶴岡市西新斎町１－３８
ツルハドラッグ 鶴岡あつみ店 999-7126 山形県鶴岡市鼠ヶ関字奥田１５
ツルハドラッグ 鶴岡店 997-0801 山形県鶴岡市東原町２４－２８
ツルハドラッグ 藤島店 999-7604 山形県鶴岡市藤浪４－１１１－１４
ツルハドラッグ 鶴岡西店 997-0857 山形県鶴岡市美咲町３－１４
ツルハドラッグ 鶴岡南店 997-0816 山形県鶴岡市文園町５－１０
ツルハドラッグ 天童店 994-0028 山形県天童市鍬ノ町２－２－３８
ツルハドラッグ 天童芳賀店 994-0061 山形県天童市東芳賀２－８－２５
ツルハドラッグ 天童東本町店 994-0026 山形県天童市東本町１－３－１０
ツルハドラッグ 天童芳賀西店 994-0082 山形県天童市芳賀タウン北３－１－５
ツルハドラッグ 天童久野本店 994-0011 山形県天童市北久野本１－７－２４
ツルハドラッグ 東根中央店 999-3720 山形県東根市さくらんぼ駅前２－１４－１７
ツルハドラッグ 東根神町西店 999-3766 山形県東根市神町西５－２－５６
ツルハドラッグ 東根神町店 999-3762 山形県東根市神町北５－３－１
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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 中山あおば店 990-0411 山形県東村山郡中山町あおば２２－６
ツルハドラッグ 高畠店 992-0315 山形県東置賜郡高畠町大字泉岡字中道３９９
ツルハドラッグ 高畠駅前店 999-2174 山形県東置賜郡高畠町大字福沢４５５－４
ツルハドラッグ 川西店 999-0121 山形県東置賜郡川西町大字上小松字南美女木１２１６－１
ツルハドラッグ 三川南店 997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字横山４０
ツルハドラッグ 三川店 997-1316 山形県東田川郡三川町大字猪子字大堰端３５１－１
ツルハドラッグ 余目店 999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字滑石５９－１
ツルハドラッグ 南陽店 992-0472 山形県南陽市宮内字八幡田５９１－１
ツルハドラッグ 南陽三間通店 999-2232 山形県南陽市三間通字成梨１２５９－１
ツルハドラッグ 南陽東店 999-2211 山形県南陽市赤湯字川尻３０５７－１
ツルハドラッグ 尾花沢新町店 999-4224 山形県尾花沢市新町１－６－３０
ツルハドラッグ 尾花沢店 999-4221 山形県尾花沢市大字尾花沢字下新田１７３３－３
ツルハドラッグ 米沢花沢店 992-0023 山形県米沢市下花沢２－５－６０
ツルハドラッグ 金池店 992-0012 山形県米沢市金池５－８－８０
ツルハドラッグ 米沢御廟店 992-0055 山形県米沢市御廟２－３－４６
ツルハドラッグ 米沢相生町店 992-0032 山形県米沢市相生町７－５２
ツルハドラッグ 成島店 992-0043 山形県米沢市大字塩野字成島町北浦２７５２－１他
ツルハドラッグ 米沢門東店 992-0039 山形県米沢市門東町２－４－４３
ツルハドラッグ 遊佐店 999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字新ラ田１０１


