
お取り扱い店舗 住所 電話番号

ネイチャースマイル 札幌市中央区北1条西20丁目3-26　岸本ビル2F 011-613-1193

三信調剤薬局 北2条店 札幌市中央区北2条西20丁目1-28　報恩ビル1F 011-618-1193

三信調剤薬局 白石店 札幌市白石区南郷通2丁目北2-1 011-863-1193

三信調剤薬局 新札幌店 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目4-6 011-895-1193

三信調剤薬局 大谷地店 札幌市厚別区大谷地東5丁目1-43 011-893-1193

秋野総本店薬局 札幌市中央区南1条西1丁目 011-221-2460

さいとう薬局 札幌市中央区南1条西3丁目1　ラ・ガレリア1Ｆ 011-221-0036

ビタミンショップ安全堂 札幌市中央区北4条西2-1　東急百貨店さっぽろ店地下1F 011-206-8909

自然薬の博愛堂 札幌市中央区南3条西1丁目4 011-221-1763

イケド薬局 札幌市北区屯田5条10丁目11-23 011-772-6785

くすりのポピンズ 札幌市北区太平5条2丁目1-18 011-771-1989

ミズキ薬局                      札幌市北区屯田4条7丁目1-23              011-772-0170

トガシ薬局 札幌市東区北7条東5丁目 011-711-3527

くすりのフクロウ 札幌市東区北11条東8丁目　たかおかビル1F 011-711-2946

有限会社　コスモ薬局            札幌市東区北35条東20丁目1-15            011-784-6830

フヂヤ薬局 札幌市南区川沿2条2丁目1-1　イオン札幌藻岩店1F 011-571-8575

不二薬局 札幌市西区福井5丁目18-39 011-664-2708

クスリのきのけん 札幌市西区西町北8丁目2-1 011-644-1829

うえの自然薬局 札幌市手稲区星置2条4丁目1-30 011-694-6878

フナモト薬房 札幌市厚別区厚別南5丁目2-19-102 011-375-8705

愛生堂薬局 札幌市厚別区厚別西2条1丁目4-12          011-891-0511

恵命我神散　北海道取り扱い店舗一覧

札幌市　※札幌市以下は、市・郡ごとによる五十音順です。



お取り扱い店舗 住所 電話番号

西田薬局 旭川市3条通14丁目左10 0166-26-4681

コマヤ薬局 旭川市旭町2条3丁目11-29 0166-51-2171

お取り扱い店舗 住所 電話番号

ユゲ薬局 花川店 石狩市花川北2条2丁目201-23 0133-74-1698

(有)田西薬局 石狩郡当別町園生711番地 01332-3-2379

お取り扱い店舗 住所 電話番号

おくすりやさん コーワドラッグ           岩見沢市4条3丁目 ポルタビル1階                     0126-22-7722

お取り扱い店舗 住所 電話番号

北央薬品販売 恵庭市緑町2丁目3-4 0123-34-0828

お取り扱い店舗 住所 電話番号

慈恵堂 早川薬院本店 江別市野幌町55-4 011-382-2525

(株)ハヤツ薬局 江別市大麻扇町3-3 011-387-4193

旭川市

石狩市

岩見沢市

恵庭市

江別市



お取り扱い店舗 住所 電話番号

木下薬局 小樽市新富町15-4 0134-22-8593

三ツ野薬局本店 小樽市稲穂1丁目4-15 0134-24-0146

(有)ホシ 河口薬房                 小樽市新光1丁目29-11                    0134-54-8209

お取り扱い店舗 住所 電話番号

ミドリ薬品　イオン北見店 北見市北進町1丁目1-1　イオン北見店3F 0157-31-5550

お取り扱い店舗 住所 電話番号

ナガオ薬局 釧路市住之江町6-31 0154-22-5788

お取り扱い店舗 住所 電話番号

タムラ薬品 伊達市山下町38 0142-23-3115

お取り扱い店舗 住所 電話番号

スギハラ薬局 千歳市千代田町3丁目6 0123-23-3244

お取り扱い店舗 住所 電話番号

十字屋薬局 苫小牧市錦町2丁目5-15　セントラル3条1Ｆ 0144-32-2735

お取り扱い店舗 住所 電話番号

株式会社　宝山堂中島薬局        登別市鷲別町3-20-5                      0143-86-6155

ホリタ薬局 登別市新生町3丁目10-10 0143-86-4460

釧路市

小樽市

北見市

伊達市

千歳市

苫小牧市

登別市



お取り扱い店舗 住所 電話番号

内山薬局 函館市本町30-25 0138-52-2424

プラス調剤薬局 函館市本町33-1 0138-52-3676

三上参省堂 函館市松風町4-10 0138-23-0018

ハマヤ漢方薬局 函館市桔梗町3丁目27-1 0138-46-3393

トモエ薬局 函館市湯川町1丁目28-2 0138-57-5577

お取り扱い店舗 住所 電話番号

タムラ薬局 北斗市本町168 0138-77-7355

カネイチ薬品 北斗市久根別1丁目22-1 0138-73-4138

お取り扱い店舗 住所 電話番号

太平堂薬局 室蘭市中島町2丁目27-8 0143-44-3621

ユゲ薬品 室蘭市母恋南町5丁目3-1 0143-24-6886

お取り扱い店舗 住所 電話番号

ウェルネスかいしん堂 紋別市南ヶ丘町3丁目6-31 0158-23-2395

お取り扱い店舗 住所 電話番号

第一寺西薬局 留萌市錦町4丁目2-14神社下商店街 0164-42-0260

お取り扱い店舗 住所 電話番号

橋本ファーマシー 稚内市富岡2丁目1-21 ショッピングユアーズ富岡店内 0164-34-8671

函館市

北斗市

室蘭市

紋別市

留萌市

稚内市



お取り扱い店舗 住所 電話番号

アオバ薬局 虻田郡洞爺湖町旭町76 0142-76-2049

お取り扱い店舗 住所 電話番号

アミヤ薬局 浦河郡浦河町大通3丁目6 0146-22-2222

お取り扱い店舗 住所 電話番号

岩津薬房 枝幸郡枝幸町第2栄町 01636-2-1482

お取り扱い店舗 住所 電話番号

薬のささき 白老郡白老町萩野37 0144-83-5567

お取り扱い店舗 住所 電話番号

おかだ薬局 日高郡新ひだか町静内青柳町1丁目4-10 0146-43-3868

お取り扱い店舗 住所 電話番号

河野薬局 二海郡八雲町本町242 01376-2-2548

虻田郡

浦河郡

枝幸郡

白老郡

日高郡

二海郡



お取り扱い店舗 住所 電話番号

にしむら薬局 松前郡松前町字松城12-1 0139-42-2135

お取り扱い店舗 住所 電話番号

(有)シゲル薬局                  余市郡余市町大川町3-74                  0135-22-3628

お取り扱い店舗 住所 電話番号

(有)フクヤ薬局                  空知郡上富良野町中町2丁目3-24           0167-45-2009

お取り扱い店舗 住所 電話番号

すずらん薬局                    枝幸郡枝幸町栄町301 西條百貨店                        01636-9-2000

サッポロドラッグストア 道内各店舗

ツルハドラッグ 道内各店舗

その他

松前郡

余市郡

空知郡

枝幸郡


