
リポビタンDファイターズボトル　3本パック　取扱店舗リスト
市町村名 店舗名 郵便番号 住所 電話番号

札幌市厚別区 ツルハドラッグ厚別南店 札幌市厚別区厚別南５丁目２２－５０

札幌市厚別区 ツルハドラッグ大谷地東店 札幌市厚別区大谷地東３丁目３番２０号

札幌市厚別区 ツルハドラッグ厚別東店 札幌市厚別区厚別東５条３丁目２４－７

札幌市厚別区 ツルハドラッグ厚別西店 札幌市厚別区厚別西３条４丁目１番３３号

札幌市厚別区 ツルハドラッグ厚別東２条店 札幌市厚別区厚別東２条１丁目２番１０号

札幌市厚別区 ツルハドラッグひばりが丘店 札幌市厚別区厚別南２丁目１０番地４

札幌市厚別区 ツルハドラッグ上野幌店 札幌市厚別区上野幌３条２丁目１番５号

札幌市北区 ツルハドラッグ北２４条店 札幌市北区北２４条西４丁目１番２０号

札幌市北区 ツルハドラッグ新琴似店 札幌市北区新琴似１０条２丁目１番１０号

札幌市北区 ツルハドラッグ篠路店 札幌市北区篠路３条４丁目１－１

札幌市北区 ツルハドラッグあいの里店 札幌市北区あいの里２条６丁目１番２８号

札幌市北区 ツルハドラッグ篠路東店 札幌市北区篠路４条９丁目１５番１号

札幌市北区 ツルハドラッグ北２４条西店 札幌市北区北２４条西９丁目１番１号

札幌市北区 ツルハドラッグ北３６条西店 札幌市北区北３６条西９丁目２番１０号

札幌市北区 ツルハドラッグ新川３条店 札幌市北区新川３条３丁目３番２３号

札幌市北区 ツルハドラッグ新琴似７条店 札幌市北区新琴似７条６丁目２番１号

札幌市北区 ツルハドラッグ新琴似１条店 札幌市北区新琴似１条７丁目９番３５号

札幌市北区 ツルハドラッグ新琴似４番通店 札幌市北区新琴似７条１２丁目１番３３号

札幌市北区 ツルハドラッグ屯田５条店 札幌市北区屯田５条５丁目

札幌市北区 ツルハドラッグ麻生店 札幌市北区北４０条西５丁目４番２０号

札幌市北区 ツルハドラッグ百合が原店 札幌市北区百合が原９丁目１４番１

札幌市北区 ツルハドラッグ北１２条駅前店 札幌市北区北１２条西３丁目１番６号

札幌市清田区 ツルハドラッグ北野７条店 札幌市清田区北野７条３丁目７番１５号

札幌市清田区 ツルハドラッグ里塚緑ヶ丘店 札幌市清田区里塚緑ヶ丘２丁目７番３０号

札幌市清田区 ツルハドラッグ真栄店 札幌市清田区真栄３条２丁目１８番１０号

札幌市清田区 ツルハドラッグ清田店 札幌市清田区清田２条３丁目１１番４０号

札幌市清田区 ツルハドラッグ北野店 札幌市清田区北野７条５丁目１２番２０号

札幌市白石区 ツルハドラッグ大谷地店 札幌市白石区南郷通１８丁目南５－２０

札幌市白石区 ツルハドラッグ平和通店 札幌市白石区平和通２丁目北９番３号

札幌市白石区 ツルハドラッグ北郷４条店 札幌市白石区北郷４条１３丁目３番１号

札幌市白石区 ツルハドラッグ菊水上町店 札幌市白石区菊水上町３条２丁目５２番４２９

札幌市白石区 ツルハドラッグ菊水３条店 札幌市白石区菊水３条５丁目２－２５

札幌市白石区 ツルハドラッグ菊水元町店 札幌市白石区菊水元町２条２丁目２番１号

札幌市白石区 ツルハドラッグ白石本通店 札幌市白石区本通１１丁目南７番９号

札幌市白石区 ツルハドラッグ東札幌店 札幌市白石区東札幌１条１丁目７番１号

札幌市白石区 ツルハドラッグ北郷店 札幌市白石区北郷２条３丁目３－１０

札幌市白石区 ツルハドラッグ栄通店 札幌市白石区栄通１４丁目２番１号

札幌市中央区 ツルハドラッグ南２２条店 札幌市中央区南２２条西１０丁目５－１

札幌市中央区 ツルハドラッグ南１４条店 札幌市中央区南１４条西１４丁目２番１７号

札幌市中央区 ツルハドラッグ旭ヶ丘８条店 札幌市中央区南８条西２４丁目２－１０

札幌市中央区 ツルハドラッグ円山店 札幌市中央区北１条西２４丁目４－１

札幌市中央区 ツルハドラッグ南８条店 札幌市中央区南８条西７丁目１０３７－２７

札幌市中央区 ツルハドラッグ宮の森３条店 札幌市中央区宮の森三条六丁目２－１５

札幌市中央区 ツルハドラッグ南６条店 札幌市中央区南６条西９丁目１０１８番２

札幌市手稲区 ツルハドラッグ手稲前田店 札幌市手稲区前田４条１０丁目２－１０

札幌市手稲区 ツルハドラッグ手稲星置店 札幌市手稲区手稲山口５１０－１９

札幌市手稲区 ツルハドラッグ手稲富丘店 札幌市手稲区富丘１条４丁目１３番１０号

札幌市手稲区 ツルハドラッグ手稲前田６条店 札幌市手稲区前田６条６丁目１番７号

札幌市手稲区 ツルハドラッグ手稲曙３条店 札幌市手稲区曙３条３丁目１４番２７号
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札幌市手稲区 ツルハドラッグ手稲星置駅前店 札幌市手稲区星置１条２丁目２番１号

札幌市豊平区 ツルハドラッグ豊平４条店 札幌市豊平区豊平４条９丁目３－１リペア豊平

札幌市豊平区 ツルハドラッグ月寒店 札幌市豊平区月寒中央通６丁目１－８

札幌市豊平区 ツルハドラッグ平岸３条店 札幌市豊平区平岸３条１０丁目４番６号

札幌市豊平区 ツルハドラッグ西岡店 札幌市豊平区西岡３条９丁目１番１号

札幌市豊平区 ツルハドラッグ中の島２条店 札幌市豊平区中の島２条９丁目４番２１号

札幌市豊平区 ツルハドラッグ西岡３条店 札幌市豊平区西岡３条２丁目３番５号

札幌市豊平区 ツルハドラッグ平岸店 札幌市豊平区平岸３条３丁目６番１号

札幌市豊平区 ツルハドラッグ美園１条店 札幌市豊平区美園１条２丁目３番１号

札幌市豊平区 ツルハドラッグ月寒東２条店 札幌市豊平区月寒東２条１８丁目１６３番１２

札幌市西区 ツルハドラッグ宮の沢店 札幌市西区宮の沢１条４丁目８－２７

札幌市西区 ツルハドラッグ琴似中央店 札幌市西区琴似２条４丁目２番１号

札幌市西区 ツルハドラッグ八軒店 札幌市西区八軒６条西６丁目３番１号

札幌市西区 ツルハドラッグ西町北店 札幌市西区西町北１０丁目１番６号

札幌市西区 ツルハドラッグ西野２条店 札幌市西区西野２条２丁目４番１号

札幌市西区 ツルハドラッグ琴似駅東口店 札幌市西区八軒１条東１丁目４－１

札幌市西区 ツルハドラッグ発寒中央駅前店 札幌市西区発寒１０条３丁目１－１０

札幌市西区 ツルハドラッグ八軒４条店 札幌市西区八軒４条西１丁目１－１

札幌市西区 ツルハドラッグ発寒１３条店 札幌市西区発寒１３条４丁目１３番８５号

札幌市西区 ツルハドラッグ西野３条店 札幌市西区３条８丁目９番１８号

札幌市東区 ツルハドラッグ北２６条店 札幌市東区北２６条東１５丁目１－１５

札幌市東区 ツルハドラッグ東苗穂店 札幌市東区東苗穂１２条３丁目１－１０

札幌市東区 ツルハドラッグ伏古店 札幌市東区伏古５条４丁目

札幌市東区 ツルハドラッグ新道元町店 札幌市東区北２６条東２１丁目７番１号

札幌市東区 ツルハドラッグ元町店 札幌市東区北２４条東２０丁目１－２１

札幌市東区 ツルハドラッグ北１０条店 札幌市東区北１０条東５丁目１番４０号

札幌市東区 ツルハドラッグ東雁来店 札幌市東区東雁来１０条３丁目１番５号

札幌市東区 ツルハドラッグ北５０条店 札幌市東区北５０条東８丁目１番３８号

札幌市東区 ツルハドラッグ東苗穂７条店 札幌市東区東苗穂７条３丁目２番１号

札幌市東区 ツルハドラッグ北１８条東店 札幌市東区北１８条東１５丁目１番１０号

札幌市東区 ツルハドラッグ北４１条店 札幌市東区北４１条東５丁目２番１８号

札幌市東区 ツルハドラッグ伏古１１条店 札幌市東区伏古１１条４丁目１番７号

札幌市東区 ツルハドラッグ本町店 札幌市東区本町２条４丁目８番１６号

札幌市南区 ツルハドラッグ真駒内南店 札幌市南区真駒内南町４丁目５番１

札幌市南区 ツルハドラッグ石山店 札幌市南区石山２条９丁目７番５９号

札幌市南区 ツルハドラッグ藤野店 札幌市南区藤野２条６丁目７番１号

赤平市 ツルハドラッグ赤平店 赤平市字赤平５４０番１

旭川市 ツルハドラッグ神楽店 旭川市神楽５条９丁目２－２７

旭川市 ツルハドラッグ東光１条店 旭川市東光１条７丁目１－１４

旭川市 ツルハドラッグ豊岡１２条店 旭川市豊岡１２条４丁目５－６

旭川市 ツルハドラッグ東旭川店 旭川市東旭川北１条１丁目２５-１

旭川市 ツルハドラッグ末広１条店 旭川市末広１条４丁目１番５号

旭川市 ツルハドラッグ永山６条店 旭川市永山６条１３丁目１番２５号

旭川市 ツルハドラッグ末広東店 旭川市末広東１条９丁目２番５号

旭川市 ツルハドラッグ永山店 旭川市永山３条１９丁目２－５

旭川市 ツルハドラッグ東光店 旭川市東光１条５丁目１－５

旭川市 ツルハドラッグ旭町店 旭川市旭町１条７丁目２６３２－１

旭川市 ツルハドラッグ宮前店 旭川市宮前１条３丁目２番１２号

旭川市 ツルハドラッグ東光９条店 旭川市東光９条１丁目２２７－６９
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旭川市 ツルハドラッグ緑町店 旭川市緑町１８丁目３０３４－１

旭川市 ツルハドラッグ旭川２条店 旭川市２条通２３丁目１１０－１

旭川市 ツルハドラッグ西店 旭川市４条通３丁目１６１６番１

旭川市 ツルハドラッグ東６条店 旭川市東６条３丁目１－１２

旭川市 ツルハドラッグ永山南店 旭川市永山８条４丁目９８－２

旭川市 ツルハドラッグ神居東店 旭川市神居３条１８丁目２番５号

旭川市 ツルハドラッグ近文店 旭川市北門町１４丁目２１４４－１２９

旭川市 ツルハドラッグ旭川東５条店 旭川市東５条１１丁目３番８号

旭川市 ツルハドラッグ東光１０条店 旭川市東光１０条４丁目１番１８号

旭川市 ツルハドラッグ春光１条店 旭川市春光１条９丁目１９番６号

旭川市 ツルハドラッグ春光５条店 旭川市春光５条４丁目８番１２号

旭川市 ツルハドラッグ末広５条店 旭川市末広５条１丁目２番１

旭川市 ツルハドラッグ旭川神楽岡店 旭川市神楽岡５条６丁目４番２０号

旭川市 ツルハドラッグ永山環状通店 旭川市永山７条５丁目１番１５号

旭川市 ツルハドラッグ旭川南６条店 旭川市南６条通１８丁目２１８２－９０

旭川市 ツルハドラッグ旭川大町３条店 旭川市大町３条５丁目２３９７－１８

旭川市 ツルハドラッグ忠和店 旭川市忠和４条６丁目４番１２号

旭川市 ツルハドラッグ旭川末広北店 旭川市末広１条１０丁目１番２０号

旭川市 ツルハドラッグ旭川春光台店 旭川市春光台３条４丁目６番３号

旭川市 ツルハドラッグ旭川緑が丘店 旭川市緑が丘東３条１丁目３番３号

旭川市 ツルハドラッグ神居十字街店 旭川市神居３条１１丁目２番２１号

旭川市 ツルハドラッグ東光１２条店 旭川市東光１２条６丁目５番２８号

旭川市 ツルハドラッグ旭川４条店 旭川市４条通１５丁目７５０

旭川市 ツルハドラッグ旭川神楽５条店 旭川市神楽５条１２丁目４５６番

旭川市 ツルハドラッグ永山３条西店 旭川市永山３条８丁目２番６号

芦別市 ツルハドラッグ芦別店 芦別市北４条東１丁目９番地１

網走市 ツルハドラッグつくしケ丘店 網走市つくしケ丘１丁目９０－９３

網走市 ツルハドラッグ網走北店 網走市北４条西４丁目１－５

網走市 ツルハドラッグ美幌新町店 網走郡美幌町字新町１丁目７番地の２

石狩市 ツルハドラッグ樽川店 石狩市樽川９条１丁目１－２

石狩市 ツルハドラッグ花川北店 石狩市花川北３条１丁目４－２

石狩市 ツルハドラッグ花川南店 石狩市花川南３条５丁目８番

岩見沢市 ツルハドラッグ岩見沢店 岩見沢市２条西３丁目３－１

岩見沢市 ツルハドラッグ岩見沢東店 岩見沢市２条東１２丁目３－１

岩見沢市 ツルハドラッグ岩見沢大和店 岩見沢市大和１条８丁目３－１

岩見沢市 ツルハドラッグ岩見沢駒園店 岩見沢市駒園７丁目３番４０号

岩見沢市 ツルハドラッグ岩見沢鉄北店 岩見沢市北４条西１１丁目３番２４号

岩見沢市 ツルハドラッグ岩見沢５条店 岩見沢市５条東６丁目３－９

岩見沢市 ツルハドラッグ岩見沢大和２条店 岩見沢市大和２条８丁目１－２

浦河町 ツルハドラッグ浦河店 浦河郡浦河町堺町西６丁目４９２番５３

江差町 ツルハドラッグ江差新地町店 檜山郡江差町新地町１４番

恵庭市 ツルハドラッグマックスバリュ恵庭店 恵庭市恵央町１１－１

恵庭市 ツルハドラッグ恵庭店 恵庭市住吉町２丁目１０－１４

恵庭市 ツルハドラッグ美咲野店 恵庭市美咲野３丁目８-１１

恵庭市 ツルハドラッグ恵み野西店 恵庭市恵み野西３丁目１－１

恵庭市 ツルハドラッグ恵み野里美店 恵庭市恵み野里美１丁目１番３

江別市 ツルハドラッグ代々木店 江別市野幌代々木町７７－１

江別市 ツルハドラッグ江別牧場店 江別市牧場町２５－８

江別市 ツルハドラッグ東野幌店 江別市東野幌本町３５-２
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江別市 ツルハドラッグ野幌店 江別市野幌町１０番地１

江別市 ツルハドラッグ上江別店 江別市上江別４４３番地－１

江別市 ツルハドラッグ大麻北店 江別市大麻北町５２１－３４

江別市 ツルハドラッグ江別住吉店 江別市野幌住吉町３７－２

江別市 ツルハドラッグ江別文京台店 江別市文京台３１番４

遠軽町 ツルハドラッグ遠軽店 紋別郡遠軽町大通北１０丁目１－４０

遠軽町 ツルハドラッグ遠軽南町店 紋別郡遠軽町南町３丁目３番地４３

長万部町 ツルハドラッグ長万部店 山越郡長万部町字長万部６８－２

小樽市 ツルハドラッグ朝里店 小樽市新光２丁目１番４号

小樽市 ツルハドラッグ小樽手宮店 小樽市手宮１丁目２番１号

小樽市 ツルハドラッグ小樽駅前店 小樽市稲穂３丁目９－１

小樽市 ツルハドラッグ小樽奥沢店 小樽市奥沢１丁目１２番６号

小樽市 ツルハドラッグ小樽梅ヶ枝店 小樽市梅ケ枝町８番１５号

音更町 ツルハドラッグ木野店 河東郡音更町木野大通西７丁目１－２４

音更町 ツルハドラッグすずらん台店 河東郡音更町すずらん台仲町１丁目１－１

音更町 ツルハドラッグ音更店 河東郡音更町木野大通西１５丁目２番４

帯広市 ツルハドラッグ帯広ニュータウン店 帯広市西２１条南３丁目４－７

帯広市 ツルハドラッグ帯広北店 帯広市西１６条北１丁目１２－７８

帯広市 ツルハドラッグ帯広東４条店 帯広市東４条南１６丁目６

帯広市 ツルハドラッグ弥生店 帯広市西８条南２９丁目４－６

帯広市 ツルハドラッグ帯広西店 帯広市西２３条南３丁目６２－３

帯広市 ツルハドラッグ西１８条店 帯広市西１８条北１丁目３０

帯広市 ツルハドラッグ帯広白樺店 帯広市白樺１６条西２丁目２番地４

帯広市 ツルハドラッグ稲田店 帯広市稲田町南９線西９番１

帯広市 ツルハドラッグ緑西店 帯広市西１７条南４丁目４２

帯広市 ツルハドラッグ帯広西１２条店 帯広市西１２条南３丁２番地１

帯広市 ツルハドラッグ帯広南町店 帯広市西１８条南２７丁目１番地３４

帯広市 ツルハドラッグ帯広西８条店 帯広市西８条南１０丁目１－１

帯広市 ツルハドラッグ帯広大通南２４丁目店 帯広市大通南２４丁目１０

帯広市 ツルハドラッグ帯広東９条店 帯広市東９条南９丁目４番１

帯広市 ツルハドラッグ帯広西５条店 帯広市西５条南１８丁目１２番

木古内町 ツルハドラッグ木古内店 上磯郡木古内町字本町５４５

北見市 ツルハドラッグ夕陽ケ丘店 北見市北進町１丁目１３－２６

北見市 ツルハドラッグ北見美芳店 北見市美芳町８丁目３番９号

北見市 ツルハドラッグ北見春光店 北見市春光町１丁目４９番地１１

北見市 ツルハドラッグ北見メッセ店 北見市中央三輪５丁目４２３番地５

北見市 ツルハドラッグ北見とん田西町店 北見市とん田西町３０８番地１

北見市 ツルハドラッグ北見公園店 北見市公園町１３９－１０

北見市 ツルハドラッグ北見中央三輪店 北見市中央三輪２丁目４０１

北見市 ツルハドラッグ北見美芳東店 北見市美芳町７丁目１番７号

北広島市 ツルハドラッグ北広島店 北広島市美沢４丁目１番地１

北広島市 ツルハドラッグ北広島大曲店 北広島市大曲幸町７丁目１－３

北広島市 ツルハドラッグ北広島中央店 北広島市中央５丁目６番地５

釧路市・釧路町 ツルハドラッグ武佐店 釧路市武佐３丁目４７－２３

釧路市・釧路町 ツルハドラッグ釧路昭和店 釧路市昭和中央３丁目３番５号

釧路市・釧路町 ツルハドラッグ春採７丁目店 釧路市春採７丁目１番４８号

釧路市・釧路町 ツルハドラッグ中園店 釧路市中園町１０番１１号

釧路市・釧路町 ツルハドラッグ川北店 釧路市川北町１番３号

釧路市・釧路町 ツルハドラッグ釧路文苑店 釧路市文苑２丁目４８番１４号
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釧路市・釧路町 ツルハドラッグ星が浦店 釧路市星が浦大通２丁目５番４１号

釧路市・釧路町 ツルハドラッグ釧路緑ヶ岡店 釧路市緑ヶ岡４丁目８番８０号

釧路市・釧路町 ツルハドラッグ釧路富士見店 釧路市富士見３丁目５番７号

釧路市・釧路町 ツルハドラッグ新橋大通店 釧路市新橋大通１丁目２番１７号

釧路市・釧路町 ツルハドラッグ釧路鳥取大通店 釧路市鳥取大通５丁目７番１号

釧路市・釧路町 ツルハドラッグ釧路河畔店 釧路郡釧路町河畔３丁目１番

釧路市・釧路町 ツルハドラッグ釧路鳥取店 釧路市鳥取大通９丁目９番２８号

釧路市・釧路町 ツルハドラッグ釧路若松店 釧路市若松町１２番１３号

釧路市・釧路町 ツルハドラッグ釧路愛国店 釧路市愛国東１丁目１２番３号

釧路市・釧路町 ツルハドラッグ釧路昭和中央店 釧路市昭和中央５丁目２番１２号

釧路市・釧路町 ツルハドラッグ釧路桂木店 釧路郡釧路町桂木４丁目１６番地

釧路市・釧路町 ツルハドラッグ釧路鳥取大通中央店 釧路市鳥取大通３丁目１３番１０号

倶知安町 ツルハドラッグ倶知安南店 虻田郡倶知安町南１１条西１丁目

栗山町 ツルハドラッグ栗山店 夕張郡栗山町朝日４丁目３１－１

様似町 ツルハドラッグ様似店 様似郡様似町大通１丁目１３－８

士別市 ツルハドラッグ士別店 士別市大通東１８丁目４６５番地

士別市 ツルハドラッグ士別中央店 士別市東４条５丁目１５番地

清水町 ツルハドラッグ清水店 上川郡清水町南二条１１丁目７番１

斜里町 ツルハドラッグ斜里店 斜里郡字斜里町青葉町２６

白老町 ツルハドラッグ白老店 白老郡白老町栄町２丁目１番７号

新ひだか町 ツルハドラッグ静内店 日高郡新ひだか町静内木場町２丁目１番２８号

新ひだか町 ツルハドラッグマックスバリュ静内店 日高郡新ひだか町静内木場町１丁目１－６９

砂川市 ツルハドラッグ砂川東店 砂川市東１条北７丁目１番１０号

砂川市 ツルハドラッグ砂川店 砂川市西１条南２丁目１番１号

砂川市 ツルハドラッグ砂川吉野店 砂川市吉野１条南５丁目３５番地５

滝川市 ツルハドラッグ滝川東店 滝川市東町３丁目１１８－３

滝川市 ツルハドラッグ南滝の川店 滝川市南滝の川１３１－５

滝川市 ツルハドラッグ滝川有明店 滝川市有明町２丁目４番５２号

滝川市 ツルハドラッグ滝川新町店 滝川市新町２丁目１０番３８号

滝川市 ツルハドラッグ滝川空知町店 滝川市空知町２丁目１２番１２号

滝川市 ツルハドラッグ滝川朝日町店 滝川市朝日町西３丁目１番３２号

伊達市 ツルハドラッグ舟岡店 伊達市舟岡町１９８－３

伊達市 ツルハドラッグ伊達末永店 伊達市末永町４９－５４

伊達市 ツルハドラッグ伊達店 伊達市末永町７番１

千歳市 ツルハドラッグ北陽店 千歳市北陽１丁目１２－６

千歳市 ツルハドラッグ千歳新富店 千歳市新富１丁目５番１０号

千歳市 ツルハドラッグ千歳緑町店 千歳市緑町２丁目１番５８号

千歳市 ツルハドラッグ千歳高台店 千歳市高台４丁目３番５号

千歳市 ツルハドラッグ千歳向陽台店 千歳市白樺２丁目６番２

千歳市 ツルハドラッグ千歳長都店 千歳市長都駅前２丁目８４２番地２

千歳市 ツルハドラッグ千歳住吉店 千歳市住吉２丁目７番８号

弟子屈町 ツルハドラッグ弟子屈店 川上郡弟子屈町鈴蘭１丁目８６８番

苫小牧市 ツルハドラッグ苫小牧澄川店 苫小牧市澄川町１丁目２－５

苫小牧市 ツルハドラッグ新生台店 苫小牧市三光町２丁目２４－２５

苫小牧市 ツルハドラッグ沼の端店 苫小牧市沼ノ端中央４丁目１番５号

苫小牧市 ツルハドラッグ苫小牧住吉店 苫小牧市住吉町２丁目２９番

苫小牧市 ツルハドラッグ苫小牧明徳店 苫小牧市明徳町２丁目４番８号

苫小牧市 ツルハドラッグ沼ノ端北店 苫小牧市北栄町１丁目２３番１５号

苫小牧市 ツルハドラッグ苫小牧王子店 苫小牧市表町４丁目３－２３
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苫小牧市 ツルハドラッグ苫小牧日新店 苫小牧市日新町２丁目６番３０号

苫小牧市 ツルハドラッグ苫小牧花園店 苫小牧市花園町１丁目５番１号

苫小牧市 ツルハドラッグ苫小牧拓勇西店 苫小牧市拓勇西町３丁目２－１

苫小牧市 ツルハドラッグ苫小牧旭町店 苫小牧市旭町１丁目１－５

苫小牧市 ツルハドラッグ苫小牧明野新町店 苫小牧市明野新町２丁目２番８号

苫小牧市 ツルハドラッグ苫小牧桜木店 苫小牧市桜木町３丁目１８番１９号

苫小牧市 ツルハドラッグ苫小牧日吉店 苫小牧市日吉町１丁目７番２５号

苫小牧市 ツルハドラッグ苫小牧弥生店 苫小牧市弥生町１丁目２番８号

苫小牧市 ツルハドラッグ苫小牧音羽店 苫小牧市音羽町２丁目１８番１３号

中標津町 ツルハドラッグ中標津店 標津郡中標津町東１５条南１丁目

中標津町 ツルハドラッグ中標津東店 標津郡中標津町東１８条南１１丁目１－１

中標津町 ツルハドラッグ中標津中央店 標津郡中標津町東５条北１丁目１－１

七飯町 ツルハドラッグ七飯店 亀田郡七飯町本町４丁目１番４１号

七飯町 ツルハドラッグ七飯鳴川店 亀田郡七飯町鳴川３丁目１７７番地

七飯町 ツルハドラッグ七飯大川店 亀田郡七飯町大川１－２－１３

名寄市 ツルハドラッグ名寄徳田店 名寄市徳田８８－６

名寄市 ツルハドラッグ名寄西４条店 名寄市西４条南６丁目７番地

南幌町 ツルハドラッグ南幌店 空知郡南幌町中央２丁目１番２号

根室市 ツルハドラッグ根室店 根室市宝町１丁目６６－２

登別市 ツルハドラッグ登別富岸店 登別市富岸１丁目１番

登別市 ツルハドラッグ登別若草店 登別市若草町４丁目１１－１

登別市 ツルハドラッグ登別中央店 登別市中央町５丁目２２－４

登別市 ツルハドラッグ幌別店 登別市幌別町６丁目２番地

函館市 ツルハドラッグ白鳥店 函館市白鳥町２１－２６

函館市 ツルハドラッグ湯川店 函館市湯川町２丁目１８－１０

函館市 ツルハドラッグ昭和店 函館市昭和１丁目２９番７号

函館市 ツルハドラッグ美原店 函館市美原２丁目４０番１６号

函館市 ツルハドラッグ亀田本町店 函館市亀田本町４番５号

函館市 ツルハドラッグ五稜郭店 函館市港町１丁目１－２

函館市 ツルハドラッグ函館柳町店 函館市柳町１３番１号

函館市 ツルハドラッグ戸倉店 函館市戸倉町２６８－１

函館市 ツルハドラッグ函館大町店 函館市大町３番２１号

函館市 ツルハドラッグ北美原店 函館市美原５丁目４０番８号

函館市 ツルハドラッグ函館人見店 函館市人見町２５番１号

函館市 ツルハドラッグ函館本通店 函館市本通２丁目３８番１４号

函館市 ツルハドラッグ函館花園店 函館市日吉町３丁目４５番３１号

函館市 ツルハドラッグ函館松川店 函館市松川町５番９号

函館市 ツルハドラッグ函館松風店 函館市松風町１２番６号

函館市 ツルハドラッグ函館石川店 函館市石川町３１５－９

函館市 ツルハドラッグ西桔梗店 函館市西桔梗町２４６番１２１号

函館市 ツルハドラッグ函館桔梗店 函館市桔梗３丁目３０番１８号

函館市 ツルハドラッグ函館的場店 函館市的場町１０番３号

函館市 ツルハドラッグ函館桔梗南店 函館市桔梗２丁目１０番８号

函館市 ツルハドラッグ函館日吉店 函館市日吉町４丁目１６番３１号

羽幌町 ツルハドラッグ羽幌店 苫前郡羽幌町栄町１１７番地５

美瑛町 ツルハドラッグ美瑛店 上川郡美瑛町扇町２３２番

東川町 ツルハドラッグ東川店 上川郡東川町北町４丁目２番２号

東神楽町 ツルハドラッグ東神楽店 上川郡東神楽町ひじり野北１条３丁目１番５号

日高町 ツルハドラッグ富川店 沙流郡日高町富川南２－２－５



リポビタンDファイターズボトル　3本パック　取扱店舗リスト
市町村名 店舗名 郵便番号 住所 電話番号

美唄市 ツルハドラッグ美唄店 美唄市東３条北４丁目４－１

広尾町 ツルハドラッグ広尾店 広尾郡広尾町並木通東２丁目２－７

深川市 ツルハドラッグ北光店 深川市北光町３丁目４番１０号

深川市 ツルハドラッグ深川文光店 深川市文光町７番１０号

富良野市・上富良野町 ツルハドラッグ富良野緑町店 富良野市緑町１－１４

富良野市・上富良野町 ツルハドラッグ上富良野旭町店 空知郡上富良野町旭町４丁目２１２－１０８

富良野市・上富良野町 ツルハドラッグ富良野弥生店 富良野市弥生町４番３６号

別海町 ツルハドラッグ別海店 野付郡別海町別海旭町１５０－２２

北斗市 ツルハドラッグ北斗中野通店 北斗市中野通１９９番１

北斗市 ツルハドラッグ東久根別店 北斗市久根別１丁目１番１０号

北斗市 ツルハドラッグ北斗七重浜店 北斗市七重浜７丁目３－４１

本別町 ツルハドラッグ本別店 中川郡本別町南３丁目１－４

幕別町 ツルハドラッグ札内店 中川郡幕別町札内共栄町１６３番地

幕別町 ツルハドラッグ札内あかしや店 中川郡幕別町札内あかしや町４２番１４

松前町 ツルハドラッグ松前店 松前郡松前町字建石４９－５１

三笠市 ツルハドラッグ三笠店 三笠市若松町１２番１

室蘭市 ツルハドラッグ東町店 室蘭市東町１丁目１１番１８号

室蘭市 ツルハドラッグ室蘭中島店 室蘭市中島町３丁目２７番５

室蘭市 ツルハドラッグ室蘭中島北店 室蘭市中島町１丁目２８番９－２

室蘭市 ツルハドラッグ室蘭輪西店 室蘭市輪西町１丁目３３

室蘭市 ツルハドラッグ室蘭築地店 室蘭市築地町８９番地３１

芽室町 ツルハドラッグ芽室店 河西郡芽室町東６条１丁目４－４

森町 ツルハドラッグ森店 茅部郡森町字森川町２３３－３４

紋別市 ツルハドラッグ紋別落石店 紋別市渚滑町１丁目２番地１－１０

紋別市 ツルハドラッグ広域紋別病院前店 紋別市落石町１丁目３番８８号

紋別市 ツルハドラッグ紋別緑町店 紋別市緑町５丁目６番１７号

八雲町 ツルハドラッグ八雲本町店 二海郡八雲町本町１５２－１

八雲町 ツルハドラッグ八雲店 二海郡八雲町東雲町１７番地４７

湧別町 ツルハドラッグ湧別店 紋別郡湧別町字北兵村三区５１８－１

余市町 ツルハドラッグ余市店 余市郡余市町大川町８丁目１００－１

余市町 ツルハドラッグ余市大川店 余市郡余市町大川町１８丁目１２番地

羅臼町 ツルハドラッグ羅臼店 目梨郡羅臼町礼文町２２５－１

留萌市 ツルハドラッグ留萌店 留萌市花園町４丁目６番２０号

留萌市 ツルハドラッグ留萌西店 留萌市見晴町１丁目５９－１

稚内市 ツルハドラッグ南稚内店 稚内市大黒２丁目３番地

稚内市 ツルハドラッグ稚内新光店 稚内市新光町１４８３番地８２

稚内市 ツルハドラッグ稚内宝来店 稚内市宝来５丁目６番３号


