
No 調剤薬局名 支店名 住所

1 SFC薬局 石川中央店 茨城県水戸市石川4-4045-1

2 SFC薬局 おおだいら店 茨城県ひたちなか市大平4-3-13

3 SFC薬局 勝田中央店 茨城県ひたちなか市中根5124-3

4 SFC薬局 勝田本町店 茨城県ひたちなか市勝田本町4-16

5 SFC薬局 かみみと店 茨城県水戸市上水戸1-9-5

6 SFC薬局 かもめ店 茨城県ひたちなか市釈迦町5-3

7 SFC薬局 けやき台店 茨城県水戸市酒門町1577-8

8 SFC薬局 城東中央店 茨城県水戸市城東1-31-3

9 SFC薬局 友部店 茨城県笠間市平町1635-22

10 SFC薬局 那珂店 茨城県那珂市後台3239-7

11 SFC薬局 中根店 茨城県ひたちなか市中根3646-1

12 SFC薬局 東石川店 茨城県ひたちなか市東石川3-3-4

13 SFC薬局 ひたち南店 茨城県日立市久慈町7-19-13

14 SFC薬局 堀町店 茨城県水戸市堀町1161-15

15 SFC薬局 百合が丘店 茨城県水戸市百合が丘8-5

16 あい薬局 茨城県神栖市大野原中央3-5-1

17 アイン薬局 牛久柏田店 茨城県牛久市上柏田4丁目59-4

18 アイン薬局 桜川店 茨城県桜川市高森1024

19 アイン薬局 下妻店 茨城県下妻市下妻乙399-1

20 アイン薬局 つくば天久保店 茨城県つくば市天久保1-1-6

21 アイン薬局 つくば学園店 茨城県つくば市上横場2573-256

22 アイン薬局 つくば上横場店 茨城県つくば市上横場2573-128

23 アイン薬局 つくば栗原店 茨城県つくば市栗原3565-4

24 アイン薬局 つくば篠崎店 茨城県つくば市篠崎503-2

25 アイン薬局 つくば竹園店 茨城県つくば市竹園3丁目18-2 竹園ショッピングセンター内

26 アイン薬局 土浦店 茨城県土浦市沖宿町八幡前2762-3

27 アイン薬局 藤代店 茨城県取手市岡1462-5

28 アイン薬局 水海道店 茨城県常総市新井木町122-10

29 あおぞら薬局 大和田店 茨城県日立市大和田町1-1-30

30 あおぞら薬局 金沢店 茨城県日立市金沢町4-24-15

31 あおやま薬局 田水山店 茨城県つくば市田水山974-2

32 あおやま薬局 茨城県つくば市沼田283-4

33 アクア薬局 下高津店 茨城県土浦市下高津1-19-35

34 アクア薬局 万博公園西店 茨城県つくば市島名2898-1

35 アクア薬局 松代店 茨城県つくば市松代4-8-27

36 あけぼの薬局 内守谷店 茨城県常総市内守谷町3719-5

37 あけぼの薬局 学園の森店 茨城県つくば市学園の森2-39-3

38 あけぼの薬局 上石下店 茨城県常総市本石下4804-2

39 あけぼの薬局 湖畔店 茨城県下妻市下木戸534-4

40 あけぼの薬局 千代川店 茨城県下妻市別府295-8

41 あけぼの薬局 メディカル店 茨城県つくば市天久保1-3-1

42 あけぼの薬局 茨城県常総市古間木新田811-2

43 あさひ薬局 茨城県東茨城郡大洗町大貫951-3

44 あす薬局 筑波店 茨城県つくば市高見原1-2-33

45 あす薬局 茨城県笠間市安居1295-4

46 あゆみ薬局 茨城県古河市上辺見341-3

47 アルファーム美浦店薬局 茨城県稲敷郡美浦村大谷1216-1

48 アルファーム薬局 大みか店 茨城県日立市大みか町2-22-29

49 アルファーム薬局 大宮店 茨城県常陸大宮市上町310

50 アルファーム薬局 協和店 茨城県筑西市門井1679-28

51 アルファーム薬局 桜ヶ丘店 茨城県東茨城郡茨城町奥谷1090-3

52 アルファーム薬局 関本店 茨城県筑西市関本下1940-3

53 アルファーム薬局 千波店 茨城県水戸市千波町209

54 アルファーム薬局 筑西店 茨城県筑西市門井1676-23

55 アルファーム薬局 友部店 茨城県笠間市八雲2-1058-208

56 アルファーム薬局 みずき野店 茨城県守谷市みずき野7-16-4

57 アルファーム薬局 渡里店 茨城県水戸市堀町965-12

58 あんず薬局 馬渡店 茨城県ひたちなか市馬渡2835-4

59 いしつか薬局 茨城県坂東市岩井3292-18
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60 今川薬局 つくば桐の葉モール店 茨城県つくば市天久保2丁目1番地18筑波大学附属病院桐の葉モール

61 今川薬局 つくば手代木店 茨城県つくば市手代木1927-8

62 ウエルシア茨城総和薬局 茨城県古河市下大野2008

63 ウエルシア薬局 BLANDEつくば並木店 茨城県つくば市並木4-3-2

64 ウエルシア薬局 VAL古河店 茨城県古河市本町1-1-15 VAL古河駅ビル内

65 ウエルシア薬局 阿見荒川沖店 茨城県稲敷郡阿見町うずら野1丁目19番地2

66 ウエルシア薬局 阿見荒川本郷店 茨城県稲敷郡阿見町本郷3丁目3番地1

67 ウエルシア薬局 阿見岡崎店 茨城県稲敷郡阿見町岡崎3丁目8番地1

68 ウエルシア薬局 阿見若栗店 茨城県稲敷郡阿見町若栗1339-6

69 ウエルシア薬局 石岡杉並店 茨城県石岡市石岡2280-2

70 ウエルシア薬局 石岡東光台店 茨城県石岡市東光台4-11-22

71 ウエルシア薬局 潮来新宮南店 茨城県潮来市新宮南1437-1

72 ウエルシア薬局 潮来須賀南店 茨城県潮来市須賀南289番地

73 ウエルシア薬局 稲敷釜井店 茨城県稲敷市釜井435-1

74 ウエルシア薬局 茨城境町店 茨城県猿島郡境町38-3

75 ウエルシア薬局 岩瀬御領店 茨城県桜川市御領1丁目23

76 ウエルシア薬局 岩瀬富士見台店 茨城県桜川市富士見台1-20

77 ウエルシア薬局 牛久上柏田店 茨城県牛久市上柏田2-33-6

78 ウエルシア薬局 牛久神谷店 茨城県牛久市神谷5-1-1

79 ウエルシア薬局 牛久刈谷店 茨城県牛久市牛久町3318-1

80 ウエルシア薬局 牛久猪子町店 茨城県牛久市猪子町995-18

81 ウエルシア薬局 大洗磯浜店 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町3465番地1

82 ウエルシア薬局 小美玉玉里店 茨城県小美玉市田木谷212-1

83 ウエルシア薬局 小美玉美野里店 茨城県小美玉市羽鳥2908-3

84 ウエルシア薬局 学園中央店 茨城県つくば市東新井25-2

85 ウエルシア薬局 笠間東店 茨城県笠間市笠間字稲荷町99-7

86 ウエルシア薬局 笠間南店 茨城県笠間市石井2104

87 ウエルシア薬局 鹿島大野店 茨城県鹿嶋市大字和789-2

88 ウエルシア薬局 鹿嶋平井店 茨城県鹿嶋市旭ヶ丘2-8-1

89 ウエルシア薬局 鹿嶋プラザ店 茨城県鹿嶋市宮中字東山289-1

90 ウエルシア薬局 鹿嶋緑ヶ丘店 茨城県鹿嶋市緑ヶ丘4丁目6番地7

91 ウエルシア薬局 鹿嶋宮津台店 茨城県鹿嶋市大字宮津台151番地52

92 ウエルシア薬局 かすみがうら大和田店 茨城県かすみがうら市大和田592番地45

93 ウエルシア薬局 神栖大野原店 茨城県神栖市大野原3丁目9番36

94 ウエルシア薬局 神栖知手中央店 茨城県神栖市知手中央6-6-19

95 ウエルシア薬局 神栖中央店 茨城県神栖市神栖1-5-6

96 ウエルシア薬局 神栖土合本町店 茨城県神栖市土合本町4-9809-451

97 ウエルシア薬局 神栖波崎店 茨城県神栖市波崎8519

98 ウエルシア薬局 神栖平泉店 茨城県神栖市平泉1-4

99 ウエルシア薬局 神栖掘割店 茨城県神栖市掘割3丁目4-3

100 ウエルシア薬局 神栖矢田部店 茨城県神栖市矢田部7803-51

101 ウエルシア薬局 神栖若松店 茨城県神栖市若松中央2丁目10番

102 ウエルシア薬局 北茨城磯原店 茨城県北茨城市磯原町磯原3-20

103 ウエルシア薬局 北茨城中郷店 茨城県北茨城市中郷町上桜井1586番地

104 ウエルシア薬局 古河鴻巣店 茨城県古河市鴻巣956-1

105 ウエルシア薬局 古河三杉店 茨城県古河市三杉町2-4-5

106 ウエルシア薬局 古河三和店 茨城県古河市諸川1114-3

107 ウエルシア薬局 古河三和東店 茨城県古河市諸川字井耕地259-7

108 ウエルシア薬局 古河総和店 茨城県古河市下辺見2715

109 ウエルシア薬局 古河東牛谷店 茨城県古河市東牛谷1484-1

110 ウエルシア薬局 古河諸川店 茨城県古河市諸川1166

111 ウエルシア薬局 下館二木成店 茨城県筑西市二木成943

112 ウエルシア薬局 下館南店 茨城県筑西市乙916

113 ウエルシア薬局 下妻新千代川店 茨城県下妻市田下593

114 ウエルシア薬局 下妻古沢店 茨城県下妻市古沢563

115 ウエルシア薬局 常総石下店 茨城県常総市新石下3930-1

116 ウエルシア薬局 常総北水海道店 茨城県常総市水海道森下町4141-1

117 ウエルシア薬局 常総向石下店 茨城県常総市向石下857-2

118 ウエルシア薬局 新友部店 茨城県笠間市東平3丁目1番7号
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119 ウエルシア薬局 大子池田店 茨城県久慈郡大子町大字池田1506

120 ウエルシア薬局 高萩安良川店 茨城県高萩市安良川214-1

121 ウエルシア薬局 筑西協和店 茨城県筑西市新治1996-26

122 ウエルシア薬局 つくば大曽根店 茨城県つくば市大曽根字吾妻3653-1

123 ウエルシア薬局 つくば大穂店 茨城県つくば市筑穂1丁目12番地5

124 ウエルシア薬局 つくば学園吾妻店 茨城県つくば市吾妻3-14-1

125 ウエルシア薬局 つくば学園並木店 茨城県つくば市並木3丁目15番地1

126 ウエルシア薬局 つくば学園二の宮店 茨城県つくば市二の宮3丁目15番地10

127 ウエルシア薬局 つくば春日3丁目店 茨城県つくば市春日3丁目1番地9

128 ウエルシア薬局 つくば春日店 茨城県つくば市春日3-11-7

129 ウエルシア薬局 つくば吉沼店 茨城県つくば市吉沼1209番地4

130 ウエルシア薬局 つくば研究学園北店 茨城県つくば市学園の森2-33

131 ウエルシア薬局 つくば研究学園店 茨城県つくば市研究学園7-20-5

132 ウエルシア薬局 つくば桜店 茨城県つくば市桜1-14-1

133 ウエルシア薬局 つくば豊里店 茨城県つくば市豊里の杜2丁目1-1

134 ウエルシア薬局 つくば万博記念公園店 茨城県つくば市島名福田坪土地区画整理地B48街区

135 ウエルシア薬局 つくば東店 茨城県つくば市東2丁目9番1

136 ウエルシア薬局 つくば北条店 茨城県つくば市北条亀井5209-5

137 ウエルシア薬局 つくばみどりの店 茨城県つくば市みどりの1-32-1

138 ウエルシア薬局 つくばみらい伊奈店 茨城県つくばみらい市谷井田字北耕地1332

139 ウエルシア薬局 つくば谷田部店 茨城県つくば市台町2-3-10

140 ウエルシア薬局 土浦霞ヶ岡店 茨城県土浦市霞ヶ岡町22-5

141 ウエルシア薬局 土浦神立店 茨城県土浦市神立中央3-2-27

142 ウエルシア薬局 土浦さん・あぴお店 茨城県土浦市大畑1611

143 ウエルシア薬局 土浦新田中店 茨城県土浦市田中2丁目10番35号

144 ウエルシア薬局 土浦高津店 茨城県土浦市下高津3丁目7番46号

145 ウエルシア薬局 土浦中高津店 茨城県土浦市中高津1丁目17番23号

146 ウエルシア薬局 土浦東都和店 茨城県土浦市東都和6-1

147 ウエルシア薬局 土浦真鍋店 茨城県土浦市真鍋3-5-25

148 ウエルシア薬局 東海舟石川店 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西2-9-12

149 ウエルシア薬局 友部旭町店 茨城県笠間市旭町488番地1

150 ウエルシア薬局 取手新戸頭店 茨城県取手市戸頭9-21-23

151 ウエルシア薬局 取手新戸頭店 茨城県取手市戸頭9丁目21番地23号

152 ウエルシア薬局 取手新町店 茨城県取手市新町3丁目9番41号

153 ウエルシア薬局 取手戸頭2号店 茨城県取手市戸頭1-9-18

154 ウエルシア薬局 取手ゆめみ野店 茨城県取手市ゆめみ野3-8-2

155 ウエルシア薬局 那珂瓜連店 茨城県那珂市瓜連748-3

156 ウエルシア薬局 那珂竹ノ内店 茨城県那珂市竹ノ内3丁目7番地3

157 ウエルシア薬局 行方麻生店 茨城県行方市麻生3289-46

158 ウエルシア薬局 行方玉造店 茨城県行方市玉造甲659-2

159 ウエルシア薬局 坂東岩井本町店 茨城県坂東市岩井2746番地

160 ウエルシア薬局 常陸太田木崎店 茨城県常陸太田市木崎二町1806番地の1

161 ウエルシア薬局 常陸太田中城店 茨城県常陸太田市中城町2992-1

162 ウエルシア薬局 常陸大宮石沢店 茨城県常陸大宮市石沢1844-4

163 ウエルシア薬局 日立小木津店 茨城県日立市日高町1-30-7

164 ウエルシア薬局 日立金沢店 茨城県日立市金沢町1-14-6

165 ウエルシア薬局 日立田尻2号店 茨城県日立市田尻町3丁目26番13号

166 ウエルシア薬局 ひたちなか市毛店 茨城県ひたちなか市大字市毛822-5

167 ウエルシア薬局 ひたちなか馬渡向野店 茨城県ひたちなか市馬渡向野2911-18

168 ウエルシア薬局 ひたちなか大平店 茨城県ひたちなか市大平3丁目11番20号

169 ウエルシア薬局 ひたちなか外野店 茨城県ひたちなか市外野2-12-4

170 ウエルシア薬局 ひたちなか佐和店 茨城県ひたちなか市高場1-22-6

171 ウエルシア薬局 ひたちなか田中後店 茨城県ひたちなか市田中後7-2

172 ウエルシア薬局 ひたちなか田彦店 茨城県ひたちなか市田彦1003-5

173 ウエルシア薬局 ひたちなか堂端店 茨城県ひたちなか市堂端2-1-4

174 ウエルシア薬局 ひたちなか松戸町店 茨城県ひたちなか市松戸町3-1-30

175 ウエルシア薬局 ひたちなか六ツ野店 茨城県ひたちなか市東石川3379番地15

176 ウエルシア薬局 日立南高野店 茨城県日立市南高野町2丁目15番地11号

177 ウエルシア薬局 日立本宮店 茨城県日立市本宮町4-12-1
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178 ウエルシア薬局 鉾田中根店 茨城県鉾田市鉾田1259番地3

179 ウエルシア薬局 真壁飯塚店 茨城県桜川市真壁町飯塚998

180 ウエルシア薬局 水戸御茶園通り店 茨城県水戸市千波町277-6

181 ウエルシア薬局 水戸けやき台店 茨城県水戸市けやき台1-140-1

182 ウエルシア薬局 水戸新原店 茨城県水戸市新原1-17-4

183 ウエルシア薬局 水戸千波店 茨城県水戸市千波町北葉山1763-1

184 ウエルシア薬局 水戸西原店 茨城県水戸市西原1丁目14番地58号

185 ウエルシア薬局 水戸平須店 茨城県水戸市平須町1820-61

186 ウエルシア薬局 水戸堀町店 茨城県水戸市堀町878-3

187 ウエルシア薬局 水戸見和店 茨城県水戸市見和1-309-2

188 ウエルシア薬局 水戸元吉田店 茨城県水戸市元吉田町1570-8

189 ウエルシア薬局 水戸百合が丘店 茨城県水戸市百合が丘町8-3

190 ウエルシア薬局 みらい平駅前店 茨城県つくばみらい市陽光台1-14-1

191 ウエルシア薬局 守谷ひがし野店 茨城県守谷市ひがし野2-2-5

192 ウエルシア薬局 守谷松並店 茨城県守谷市ひがし野4-1-9

193 ウエルシア薬局 結城下り松店 茨城県結城市下り松4丁目1番地4

194 ウエルシア薬局 結城新福寺店 茨城県結城市新福寺2-21-6

195 ウエルシア薬局 結城富士見店 茨城県結城市大字結城10609番地1

196 ウエルシア薬局 ヨークタウン水戸店 茨城県水戸市元吉田町1030番地の12

197 ウエルシア薬局 龍ヶ崎佐貫店 茨城県龍ヶ崎市佐貫1-1

198 ウエルシア薬局 龍ヶ崎⾧山店 茨城県龍ヶ崎市⾧山3丁目2-1

199 ウエルシア薬局 龍ヶ崎馴馬店 茨城県龍ヶ崎市馴馬町2957番地1

200 ウエルシア薬局 龍ヶ崎緑町店 茨城県龍ヶ崎市緑町89

201 うぐいす薬局 茨城県牛久市ひたち野東2-20-9

202 うさぎ薬局 茨城県常陸太田市木崎二町2005-3

203 梅園薬局 茨城県つくば市梅園2-20-35

204 遠藤薬局 茨城県常総市水海道諏訪町2802-6

205 おにがくぼ薬局 茨城県つくば市⿁ケ窪1108-2

206 カシワヤ薬局 茨城県常総市水海道宝町2762-8

207 かすが薬局 茨城県つくば市春日2-35-2

208 かつらぎ薬局 茨城県つくば市研究学園5-5-15

209 かのこ薬局 茨城県石岡市鹿の子2-9-2

210 かりま薬局 茨城県つくば市刈間字篠前1620-8

211 カワチ薬局 赤塚店 茨城県水戸市河和田1-1663-1

212 カワチ薬局 鮎川店 茨城県日立市鮎川町4-7-21

213 カワチ薬局 石岡北店 茨城県石岡市東大橋1977-1

214 カワチ薬局 大沼店 茨城県日立市大沼町2-20-6

215 カワチ薬局 鹿嶋店 茨城県鹿嶋市平井1290-1

216 カワチ薬局 神栖店 茨城県神栖市平泉265-22

217 カワチ薬局 古河店 茨城県古河市旭町1-17-66

218 カワチ薬局 桜の郷店 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷1200-1

219 カワチ薬局 田尻店 茨城県日立市田尻町4-36-6

220 カワチ薬局 千代田店 茨城県かすみがうら市下稲吉2633-7

221 カワチ薬局 つくば大穂店 茨城県つくば市筑穂2-3-2

222 カワチ薬局 つくば研究学園店 茨城県つくば市研究学園3-1-3

223 カワチ薬局 つくば桜店 茨城県つくば市桜1-14-2

224 カワチ薬局 土浦南店 茨城県土浦市中高津3-1-3

225 カワチ薬局 友部店 茨城県笠間市東平3-1-15

226 カワチ薬局 浜田店 茨城県水戸市本町3-23-25

227 カワチ薬局 坂東店 茨城県坂東市辺田1104-1

228 カワチ薬局 ひたちなか店 茨城県ひたちなか市東石川字沼1567-1

229 カワチ薬局 ひたち野牛久店 茨城県牛久市ひたち野東5-21-2

230 カワチ薬局 真鍋店 茨城県土浦市真鍋新町20-20

231 カワチ薬局 守谷店 茨城県守谷市美園2-16-2

232 カワチ薬局 谷田部店 茨城県つくば市上横場2384-1

233 カワチ薬局 結城南店 茨城県結城市下り松6-9-20

234 カワチ薬局 吉沢町店 茨城県水戸市吉沢町263

235 カワチ薬局 竜ヶ崎店 茨城県龍ヶ崎市中里1-1-7

236 漢方閣 茨城県つくば市竹園2丁目14-1
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237 絹の台ふれあい薬局 茨城県つくばみらい市絹の台2-4-13

238 希望ヶ丘薬局 茨城県小美玉市中台829-21

239 久米薬局 茨城県常陸太田市久米町173-1

240 共創未来下妻薬局 茨城県下妻市⾧塚50-1

241 共創未来つくば薬局 茨城県つくば市西平塚317-1

242 クオール薬局 足利店 栃木県足利市上渋垂町335-1

243 クオール薬局 雨ヶ谷店 栃木県小山市雨ヶ谷824-46

244 クオール薬局 荒町店 栃木県真岡市荒町3-46-10

245 クオール薬局 イーアスつくば店 茨城県つくば市研究学園5-19

246 クオール薬局 石橋店 栃木県下野市石橋812-2

247 クオール薬局 牛久店 茨城県牛久市さくら台1-18-1

248 クオール薬局 牛堀店 茨城県潮来市牛堀649-2

249 クオール薬局 宇都宮越戸店 栃木県宇都宮市越戸3-15-25

250 クオール薬局 小山駅南店 栃木県小山市駅南町5-17-8

251 クオール薬局 小山城東店 栃木県小山市東城1-2-24

252 クオール薬局 小山ひがし店 栃木県小山市駅東通り1-31-16 柏コーポ106

253 クオール薬局 鹿嶋店 茨城県鹿嶋市宮中7-3-5

254 クオール薬局 神栖店 茨城県神栖市筒井1422-263

255 クオール薬局 佐野堀米店 栃木県佐野市堀米町3921-3

256 クオール薬局 たかせ店 栃木県真岡市高勢町1-143

257 クオール薬局 筑西店 茨城県筑西市女方688-5

258 クオール薬局 つくば桐の葉モール店 茨城県つくば市天久保2-1-18 筑波大学附属病院アメニティモール1階

259 クオール薬局 土浦店 茨城県土浦市大岩田2469-33

260 クオール薬局 取手店 茨城県取手市井野268-2

261 クオール薬局 取手西店 茨城県取手市野々井1926-2 取手市医師会館1階

262 クオール薬局 はやぶさ店 栃木県真岡市並木町3-10-2

263 クオール薬局 日立北店 茨城県日立市小木津町962-3

264 クオール薬局 日立田尻店 茨城県日立市田尻町4-49-16

265 クオール薬局 真壁店 茨城県桜川市真壁町古城259-3

266 クオール薬局 結城店 茨城県結城市山川新宿168-6

267 倉持薬局 取手店 茨城県取手市新町6-1-25

268 倉持薬局 谷和原店 茨城県つくばみらい市小絹925-3

269 クレール薬局 島名店 茨城県つくば市島名643-12

270 クレール薬局 流星台店 茨城県つくば市流星台39-13

271 黒鳥薬局 茨城県常総市水海道淵頭町2931

272 高野台パーク薬局 茨城県つくば市高野台3-13-1

273 コストコホールセールつくば倉庫店薬局 茨城県つくば市学園の森2-19

274 さくらい薬局 阿見店 茨城県稲敷郡阿見町中郷2-1-7

275 さくらい薬局 荒川本郷店 茨城県稲敷郡阿見町本郷1-2-14

276 さくらい薬局 桜川古渡店 茨城県稲敷市古渡36-1

277 さくらい薬局 つくば春日店 茨城県つくば市春日3-12-1

278 さくらい薬局 つくば桜店 茨城県つくば市桜3-20-3

279 さくらい薬局 土浦永国店 茨城県土浦市永国1044-1

280 さくらい薬局 土浦文京店 茨城県土浦市文京町10-22

281 さくらい薬局 南荒川沖店 茨城県土浦市荒川沖字川向102-4

282 さくらい薬局 みらいの森店 茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘1-24-6

283 桜並木薬局 茨城県つくば市谷田部6107-20

284 さくら薬局 古河下大野店 茨城県古河市下大野2925-3

285 さくら薬局 古河店 茨城県古河市東牛谷520-4

286 さくら薬局 境西南店 茨城県猿島郡境町⾧井戸1646-52

287 さくら薬局 境町店 茨城県猿島郡境町⾧井戸242-2

288 さくら薬局 猿島店 茨城県古河市大堤字鹿養307の一部

289 さくら薬局 しもつま店 茨城県下妻市大串120-15

290 さくら薬局 つくば駅前店 茨城県つくば市吾妻2丁目8-8 つくばシティアビル1階

291 さくら薬局 つくば榎戸店 茨城県つくば市榎戸509-40

292 さくら薬局 つくば作岡店 茨城県つくば市作谷1115-4

293 さくら薬局 坂東岩井店 茨城県坂東市岩井4597番地1

294 さくら薬局 美浦店 茨城県稲敷郡美浦村大谷1638-1

295 さくら薬局 守谷けやき台店 茨城県守谷市けやき台2丁目11番地6
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296 さくら薬局 八千代菅谷店 茨城県結城郡八千代町菅谷1170-1

297 さくら薬局 茨城県つくば市大角豆1714-2

298 さわ薬局 茨城県つくば市下広岡字清水久保746-9

299 三和堂薬局 大みか店 茨城県日立市大みか町4-4-7

300 自由ヶ丘薬局 茨城県つくば市自由ヶ丘165-13

301 スカイ薬局 新守谷店 茨城県守谷市立沢2058-3

302 スカイ薬局 茨城県土浦市中高津1-15-49

303 スガヌマ薬局 茨城県坂東市岩井4443

304 すばる薬局 茨城県つくば市東新井26-13

305 すばる薬局 茨城県常陸太田市金井町4815-2

306 すみれ調剤薬局 茨城県土浦市神立中央5-4-16

307 すみれ薬局 栃木県鹿沼氏西茂呂3-8-1

308 センター薬局 伊奈店 茨城県つくばみらい市板橋2755-2

309 大学前薬局 茨城県つくば市春日3-12-6

310 高崎薬局 茨城県つくば市高崎1371-6

311 高千穂薬局 国府店 茨城県石岡市国府1丁目6番23号

312 高千穂薬局 茨城県石岡市東石岡4丁目11番27号

313 たなか薬局 茨城県土浦市田中3-1762-2

314 玉里調剤薬局 茨城県小美玉市栗又四ケ1768-33

315 つかだ薬局 茨城県下妻市下妻146-5

316 つかもと調剤薬局 牛久店 茨城県牛久市下根町773-6

317 つかもと調剤薬局 茨城県筑西市海老ケ島734-2

318 つくばグリーン薬局 茨城県つくば市東新井5-2

319 つくば二の宮薬局 茨城県つくば市二の宮2-5-1

320 つくばね薬局 茨城県つくば市島名472-6

321 つばさ薬局 茨城県守谷市松前台1-16-10

322 出川薬局 茨城県桜川市真壁町真壁347

323 テラカド薬局 茨城県土浦市下高津2-6-27

324 天心堂薬局 茨城県水戸市中丸町2052-41

325 とちの木薬局 つくば店 茨城県つくば市竹園1-6-1 つくば三井ビル2F

326 とよさと薬局 茨城県つくば市東平塚894-3

327 ドライブスルー南山堂薬局 つくば本店 茨城県つくば市春日3-1-1

328 中尾薬局 茨城県筑西市市野辺88番地

329 ナップ薬局 大角豆店 茨城県つくば市大角豆930番地の10

330 なの花薬局 石岡八郷店 茨城県石岡市東成井2719-3

331 南山堂竹園薬局 茨城県つくば市竹園2-8-19

332 南山堂薬局 乙戸南店 茨城県土浦市乙戸南3-110-5

333 南山堂薬局 つくば店 茨城県つくば市天久保1丁目8番1号 筑波第3ビル1F

334 南山堂薬局 中村店 茨城県土浦市中1085

335 南山堂薬局 龍ヶ崎店 茨城県龍ヶ崎市中里1丁目1-13番地

336 なんぺいだい薬局 茨城県稲敷郡阿見町南平台1-32-3

337 根本薬局 ひたち野店 茨城県牛久市ひたち野東5-3-2

338 根本薬局 みどり野店 茨城県牛久市南2-24-14

339 野尻薬局 美妻橋店 茨城県常総市中妻町2619-2

340 ハート薬局 茨城県つくば市面野井1004-4

341 はとり東薬局 茨城県小美玉市羽鳥2719-92

342 花梨薬局 神立店 茨城県土浦市神立中央5-25-14

343 花畑薬局 茨城県つくば市花畑3-28-11

344 ハニュウ薬局 小田林 茨城県結城市小田林2520-213

345 ハニュウ薬局 小野崎店 茨城県つくば市小野崎400-3

346 ハニュウ薬局 上ノ室店 茨城県つくば市上ノ室867-1

347 ハニュウ薬局 川島店 茨城県筑西市下川島759-1

348 ハニュウ薬局 北つくば店 茨城県筑西市海老ケ島931-3

349 ハニュウ薬局 研究学園店 茨城県つくば市研究学園4-4-11

350 ハニュウ薬局 下妻店 茨城県下妻市大串452-2

351 ハニュウ薬局 玉戸店 茨城県筑西市玉戸1080-4

352 ハニュウ薬局 松の木店 茨城県つくば市松野木187-7

353 ハニュウ薬局 メディカルセンター前 茨城県筑西市深見447-10

354 ハニュウ薬局 結城駅南店 茨城県結城市中央町1-5-20
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355 ハニュウ薬局 結城東店 茨城県結城市結城6202

356 ハロー薬局 取手市白山1-2-21 1階

357 ひかり薬局 神栖店 茨城県神栖市息栖3031-35

358 ひかり薬局 つくば学園の森 茨城県つくば市学園の森2-21-4

359 ひかり薬局 取手店 茨城県取手市東2-6-40

360 ひかり薬局 南守谷店 茨城県守谷市乙子44-1

361 ひかり薬局 守谷ゆりがおか店 茨城県守谷市百合ヶ丘3-2789-25

362 ひらつか薬局 中城店 茨城県常陸太田市中城138-140

363 ひらつか薬局 西町店 茨城県常陸太田市西三町2131-5

364 平塚薬局 茨城県常陸太田市栄町3005-3

365 ふたば薬局 茨城県つくば市竹園1-4-1

366 フヂヤ薬局 茨城県土浦市右籾字宮塚2626-17

367 フローラ薬局 友部店 茨城県笠間市鯉淵6679-12

368 ペガサス薬局 茨城県水戸市城東1-3-8

369 松野薬局 上米店 茨城県龍ヶ崎市馴馬町601-12

370 松野薬局 川原代店 茨城県龍ヶ崎市川原代町6186-1

371 松野薬局 佐貫店 茨城県龍ヶ崎市佐貫1-4-4

372 マリオン薬局 みどりの店 茨城県つくば市みどりの2-31-13

373 まりも薬局 茨城県牛久市中央5-12-18

374 みつばち薬局 つくば店 茨城県つくば市島名字八幡2610-3

375 ミドリ調剤薬局 栃木県小山市乙女794-5

376 みどりの調剤薬局 茨城県つくば市沼田1256-1

377 みらい平薬局 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1-16-5

378 むぎのほ薬局 ひたち野店 茨城県牛久市ひたち野東4-7-13

379 むぎのほ薬局 みらい平店 茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘1-8-4

380 むぎのほ薬局 竜ケ崎南店 茨城県龍ヶ崎市北方町2067-3

381 メイプル薬局 取手店 茨城県取手市小文間3886-5

382 メイプル薬局 双葉台店 茨城県水戸市双葉台4-173-14

383 メイプル薬局 茨城県龍ヶ崎市中根台1-9-32

384 桃園薬局 茨城県土浦市下坂田2012-6

385 守谷調剤薬局 茨城県守谷市松前台1-16-11

386 守谷ふれあい薬局 茨城県守谷市松前台1-15-12

387 薬樹薬局 小野崎 茨城県つくば市小野崎828番地10

388 薬局パンプキン 茨城県稲敷市蒲ヶ山76-21

389 薬局ブルーベリー 茨城県つくば市高崎42-4

390 友愛薬局 みらい平店 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1-6-8

391 有限会社深谷薬局 茨城県桜川市本木2109-1

392 よしぬま薬局 茨城県つくば市吉沼2387-1

393 よつば薬局 茨城県結城郡八千代町栗山236-2

394 ライズ調剤薬局 石岡店 茨城県石岡市府中1丁目6-10

395 ライズ調剤薬局 土浦北 茨城県土浦市並木5-4076-3

396 ライズ調剤薬局 ひたち野うしく駅前店 茨城県牛久市ひたち野東1-32-8 サンミットひたち野東1F

397 ライズ調剤薬局 茨城県土浦市荒川沖西2-11-11

398 渡辺薬局 茨城県石岡市府中3-1-10


