出店地区／店舗数

●北海道エリア
株式会社 なの花北海道

●東海・北陸エリア
株式会社 なの花中部

●東北エリア
株式会社 なの花東北

●●●関東・甲信越、東海、東北エリア
株式会社 なの花東日本

●●近畿、中国・四国エリア

株式会社 ひまわり看護ステーション

株式会社 なの花西日本

●●九州、中国エリア
株式会社 トータル・メディカルサービス
株式会社 永冨調剤薬局

薬
局
コスメ・ドラッグストア
ケアプランセンター
訪問看護ステーション
※2021年6月30日現在

店舗

429

417店舗
8店舗
1店舗
3ヶ所

121店舗

北海道エリア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

24店舗

東北エリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

100店舗

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
関東・甲信越エリア

44店舗

東海・北陸エリア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

59店舗

近畿エリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

21店舗

中国・四国エリア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

60店舗

九州エリア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

店舗・事業所一覧
■北海道エリア

なの花薬局札幌南22条店

札幌市中央区南22条西7丁目１番26-3号

011-518-4193

北海道

なの花薬局宮の森店

札幌市中央区宮の森３条７丁目5番22号

011-632-5400

なの花薬局手稲稲穂店

札幌市手稲区稲穂２条７丁目１−５

011-683-0501

なの花薬局手稲駅前店

札幌市手稲区手稲本町１条３丁目３番１号

011-686-4193

なの花薬局忠和店

旭川市忠和４条６丁目３−１０

0166-63-6889

なの花薬局豊岡店

旭川市豊岡2条6丁目6番9号

0166-31-9898

なの花薬局永山店

旭川市永山6条11丁目6番16号

0166-46-1189

なの花薬局西宮の沢店

札幌市手稲区西宮の沢３条１丁目１２−２４

011-669-1193

なの花薬局東旭川店

旭川市東旭川南１条５丁目８−１８

0166-36-0015

なの花薬局札幌月寒店

札幌市豊平区月寒東3条11丁目1-35

011-851-1193

なの花薬局花川北店

石狩市花川北３条３丁目９番２号

0133-72-8940

なの花薬局豊平店

札幌市豊平区豊平6条8丁目2番15号

011-815-8655

なの花薬局労災前店

岩見沢市５条東１６丁目１７番地

0126-33-7800

なの花薬局平岸店

札幌市豊平区平岸２条７丁目２番６号

011-823-1193

なの花薬局８条店

岩見沢市８条西１９丁目１番地1

0126-32-1100

なの花薬局札幌北円山店

札幌市西区二十四軒1条5丁目1番34

011-633-4193

なの花薬局荻伏店

浦河郡浦河町荻伏町３４番２

0146-24-5500

なの花薬局浦河店

浦河郡浦河町東町ちのみ１丁目１番９号

0146-24-2100

なの花薬局札幌二十四軒店

札幌市西区二十四軒3条1丁目1番18号

011-633-1193

なの花薬局恵庭店

恵庭市漁町４７番地

0123-34-8425

なの花薬局琴似店

札幌市西区二十四軒４条５丁目10番22号

011-632-4600

なの花薬局恵庭黄金店

恵庭市黄金中央１丁目１３番１２

0123-34-5805

なの花薬局発寒店

札幌市西区発寒4条4丁目1番16号

011-668-2789

ななくさ薬局

江別市野幌屯田町２３番１４

011-381-7793

なの花薬局開成店

札幌市東区北２０条東２０丁目１番２０号

011-780-4025

なの花薬局野幌店

江別市野幌東町２６番８号

011-385-0263

なの花薬局真駒内店

札幌市南区真駒内上町１丁目１番２５ 1F

011-582-1193

なの花薬局江別元町店

江別市元町２６番１号

011-385-6085

なの花薬局砂川店

砂川市西３条北３丁目１番４号

0125-55-2221

なの花薬局小樽稲穂店

小樽市稲穂１丁目４番３号

0134-21-4193

なの花薬局滝川店

滝川市大町２丁目１番２６号

0125-23-1193

なの花薬局小樽店

小樽市稲穂２丁目７番１３号

0134-25-6888

なの花薬局伊達梅本店

伊達市梅本町6番地

0142-23-3911

なの花薬局南小樽店

小樽市入船２丁目３番２号

0134-27-3989

なの花薬局伊達松ヶ枝店

伊達市松ヶ枝町59-18

0142-21-1201

なの花薬局東小樽店

小樽市桜２丁目４番３９号

0134-52-2200

なの花薬局千歳店

千歳市千代田町７丁目1789番地３ 千歳ステーションプラザ４Ｆ 0123-26-0200

なの花薬局桜店

小樽市桜２丁目２５−１７

0134-51-2220

なの花薬局千歳北陽店

千歳市北陽１丁目５番１号

0123-27-1193

なの花薬局潮見台店

小樽市潮見台１丁目１５番３３号

0134-23-9993

なの花薬局サロマ店

常呂郡佐呂間町字永代町１６６−２

01587-2-1193

なの花薬局小樽築港店

小樽市築港９番１２号

0134-24-6000

なの花薬局川沿店

苫小牧市川沿町４丁目1−6

0144-71-1193

なの花薬局西小樽店

小樽市長橋２丁目１７番１７号

0134-34-2489

なの花薬局桜木東店

苫小牧市桜木町１丁目２４−２１

0144-71-2589

なの花薬局長橋店

小樽市長橋３丁目８−３

0134-23-8121

なの花薬局桜木店

苫小牧市桜木町3丁目9番3号

0144-75-1535

なの花ケアプランセンター

小樽市花園1丁目4−24

0134-24-4189

なの花薬局苫小牧三光店

苫小牧市三光町1丁目2番5号

0144-36-1193

なの花薬局小樽花園店

小樽市花園２丁目５番４号

0134-31-1193

なの花薬局糸井店

苫小牧市しらかば町1丁目１８−7

0144-75-2577

なの花薬局望洋台店

小樽市望洋台１丁目８番１号 コミュニティセンターWING

0134-52-2100

なの花薬局苫小牧澄川店

苫小牧市澄川町７丁目１０番３号

0144-61-4193

なの花薬局まさかえ店

小樽市真栄１丁目６番２号

0134-22-0018

なの花薬局住吉店

苫小牧市住吉町１丁目１番４号

0144-38-3555

なの花薬局北広島中央店

北広島市中央１丁目２−３

011-376-8823

なの花薬局苫小牧双葉店

苫小牧市双葉町３丁目６番１６号

0144-38-1193

なの花薬局北広島美沢店

北広島市美沢２丁目１番8

011-372-6328

なの花薬局苫小牧北栄店

苫小牧市北栄町１丁目２２番３９号

0144-53-8858

なの花薬局大通店

北見市大通西2丁目1番地

0157-31-8171

なの花薬局若草店

苫小牧市若草町３丁目４番７号

0144-33-1193

なの花薬局一条店

北見市北１条西４丁目２番地１

0157-66-0002

なの花薬局札内店

中川郡幕別町札内新北町４番地

0155-56-5601

なの花薬局北５条店

北見市北5条東3丁目2番地

0157-26-2070

なの花薬局登別桜木店

登別市桜木町３丁目２−１４

0143-85-1193

クリニクス調剤薬局

北見市寿町5-1-4

0157-22-2710

なの花薬局とんけし店

登別市富岸町2丁目2番19号

0143-86-7500

なの花薬局北見東三輪店

北見市東三輪2丁目54番地9

0157-22-8931

なの花薬局静内東店

日高郡新ひだか町静内青柳町１丁目７番１５号

0146-43-1193

なの花薬局釧路幸町店

釧路市幸町8丁目3-2

0154-32-1193

なの花薬局静内青柳店

日高郡新ひだか町静内青柳町１丁目１１番５号

0146-43-1212

なの花薬局昭和店

釧路市昭和中央３丁目２１番１３号

0154-55-5501

なの花薬局静内高砂店

日高郡新ひだか町静内高砂町３丁目９番８６号

0146-42-1063

なの花薬局中園店

釧路市中園町１１番１６号

0154-31-9977

なの花薬局静内緑町店

日高郡新ひだか町静内緑町４丁目１番２号

0146-45-1193

なの花薬局若竹店

釧路市若竹町７番２３号

0154-21-6100

なの花薬局静内みゆき店

日高郡新ひだか町静内御幸町２丁目４番１１号

0146-42-1193

なの花薬局新札幌駅前店

札幌市厚別区厚別中央１条６丁目３番１号ホクノービル１Ｆ 011-892-1144

なの花薬局美唄店

美唄市西１条北１丁目１番７号

0126-64-3100

なの花薬局新札幌店

札幌市厚別区厚別中央２条5丁目4番地

011-801-2600

なの花薬局深川店

深川市５条７番１号

0164-23-0020

なの花薬局札幌厚別西店

札幌市厚別区厚別西2条3丁目7番8号

011-895-8931

なの花薬局ネーブル店

富良野市幸町９番１０号

0167-39-1193

なの花薬局上野幌店

札幌市厚別区上野幌2条2丁目3番10号

011-896-1193

なの花薬局ふらの店

富良野市弥生町6番32号

0167-23-6889

なの花薬局北11条店

札幌市北区北１１条西４丁目１番１号

011-738-0888

なの花薬局港北店

室蘭市港北町3丁目28番1号

0143-55-3788

なの花薬局北大前店

札幌市北区北１３条西４丁目２−１７

011-757-1193

なの花薬局御前水店

室蘭市御前水町2丁目7番23号

0143-22-1400

なの花薬局北１７条店

札幌市北区北１７条西３丁目２番１号

011-717-1193

なの花薬局ことぶき店

室蘭市寿町1丁目1番20号

0143-44-5133

なの花薬局札幌北１８条店

札幌市北区北１８条西４丁目２−17

011-708-7851

なの花薬局ことぶき公園前店

室蘭市寿町1丁目5番15号

0143-45-5695

なの花薬局篠路店

札幌市北区篠路町篠路288番地1

011-770-2233

なの花薬局母恋店

室蘭市新富町１丁目３番１２号

0143-22-1193

なの花薬局札幌新川店

札幌市北区新川4条10丁目6番8号

011-764-2223

なの花薬局新富店

室蘭市新富町１丁目４番１号

0143-22-1189

なの花薬局新琴似１番通店

札幌市北区新琴似１条１２丁目６−３７

011-764-1193

なの花薬局室蘭中央店

室蘭市中央町３丁目１番１号

0143-24-2266

なの花薬局新琴似店

札幌市北区新琴似２条１１丁目７−５

011-768-5101

なの花薬局室蘭宮の森店

室蘭市宮の森町１丁目１番３６号

0143-45-1193

なの花薬局新琴似６条店

札幌市北区新琴似６条１４丁目１番１９号

011-769-5180

なの花薬局興部店

紋別郡興部町字興部５９８−２

0158-82-2220

なの花薬局美しが丘店

札幌市清田区美しが丘1条6丁目2番3号

011-882-1193

なの花薬局紋別北店

紋別市落石町１丁目１８番９号

0158-23-1101

なの花薬局清田店

札幌市清田区清田4条2丁目10番30号

011-885-0286

なの花薬局幸町店

紋別市幸町６丁目１番１号

0158-23-1166

なの花薬局真栄店

札幌市清田区真栄１条１丁目１番１５号

011-888-3060

なの花薬局栗山店

夕張郡栗山町朝日2丁目31番地

0123-73-2277

なの花薬局平岡店

札幌市清田区平岡公園東１丁目１２番３０号

011-888-8870

なの花薬局余市店

余市郡余市町大川町１５丁目１０番

0135-22-1193

なの花薬局菊水店

札幌市白石区菊水１条１丁目３−３４

011-813-6330

なの花薬局南郷店

札幌市白石区南郷通７丁目北２番１７号

011-862-1193

なの花薬局東札幌店

札幌市白石区東札幌3条3丁目7番25号

011-820-3320

なの花薬局札幌西15丁目店

札幌市中央区大通西15丁目1番10号 ITOメディカルビル札幌1階

011-631-0805

なの花薬局札幌北３条店

札幌市中央区北３条東１丁目１−１ ブランジェイアール札幌１階

011-281-1193

なの花薬局桑園店

札幌市中央区北１０条西１５丁目１−４

011-631-1193

なの花薬局あさひ山店

札幌市中央区双子山４丁目３ー３５

011-641-1277

なの花薬局南1条店

札幌市中央区南1条西14丁目291番地81

011-208-1193

ウィステリア南1条ビル1階
なの花薬局医大前店

札幌市中央区南1条西16丁目1番245

011-622-2345

なの花薬局南９条店

札幌市中央区南９条西１０丁目１ー４０

011-532-4193

手稲駅前ﾌﾟﾗｻﾞ南ｸﾘｰﾝﾘﾊﾞｰﾌｨﾈｽ手稲ｽﾃｰｼｮﾝﾌﾛﾝﾄ１階

メディカルスクエア北円山2階

■東北エリア
青森県

なの花薬局宮代店

千葉県

南埼玉郡宮代町宮代３−2−３４

0480-31-0620

なの花薬局津軽新城店

青森市大字新城字山田４８８−２

017-763-5771

なの花薬局柏店

柏市新柏１−１３−９

04-7165-1252

浦町調剤薬局

青森市勝田1丁目15番6号

017-718-3061

なの花薬局八千代中央店

八千代市ゆりのき台４−１−８

047-480-6094

百石調剤薬局

上北郡おいらせ町上明堂9-3

0178-50-1311

五戸調剤薬局

三戸郡五戸町字正場沢3番地４

0178-62-7551

五戸東薬局

三戸郡五戸町字鍛治屋窪上ミ34-1

0178-61-1196

なの花薬局昭島駅前店

昭島市田中町５６２番８号 昭島昭和第１ビル北館１F

042-542-1733

なの花薬局十和田店

十和田市西十一番町４０番３７号

0176-58-0161

なの花薬局梅島店

足立区梅田７丁目１８番１3号

03-3889-7700

一番町薬局

八戸市一番町二丁目3番7号

0178-20-0071

なの花薬局東伊興店

足立区東伊興3-21-5 フューチャー本社ビル1階

03-6803-1291

アポテック内丸店

八戸市内丸三丁目5番37-1号

0178-32-7571

なの花薬局南千住店

荒川区南千住５丁目９番６−１０３号

03-5604-2211

アポテック売市店

八戸市売市一丁目4番6号

0178-38-9173

なの花薬局小岩店

江戸川区西小岩４丁目１番２号

03-5876-8753

アポテック柏崎店

八戸市柏崎三丁目7番17号

0178-20-8762

なの花薬局武蔵新田店

大田区千鳥２丁目２７番２号

03-6715-2156

なの花薬局八戸城下店

八戸市城下4丁目19-32

0178-51-9492

なの花薬局金町店

葛飾区金町６丁目２番１号 ヴィナシス金町２階 03-3609-8301

アポテック根城店

八戸市根城5丁目2番5号

0178-45-6120

なの花薬局青戸店

葛飾区青戸６−１７−１７

03-5629-5862

アポテック白山台店

八戸市東白山台二丁目35番6号

0178-51-6671

なの花薬局王子駅前店

北区岸町一丁目3番1号

03-5948-9772

湊高台薬局

八戸市湊高台五丁目24-7

0178-31-1860

なの花薬局大島店

江東区大島１丁目１−５

03-5628-2877

なの花薬局亀戸店

江東区亀戸４−１８−４ メディカルビル

03-5627-3068

なの花薬局新砂店

江東区新砂三丁目3番53号アルカナール南砂1階A、B

03-5653-7191

なの花薬局たまち店

新宿区市谷田町１丁目１９番地 ＳＰＣ市谷ビル１Ｆ 03-5225-6138

カワダ薬局

新宿区河田町１１番７号

03-5366-5780

なの花薬局荻窪北口店

杉並区上荻1-5-1 荻窪ステーションサイドビル1F

03-6383-5960

なの花薬局千歳台店

世田谷区千歳台５丁目１８−５ 千歳台ヒガキビル１Ｆ 03-5429-2145

岩手県

津志田薬局

宮城県

盛岡市津志田中央二丁目18番23号

019-614-9986

東京都

なの花薬局エスパル仙台店

仙台市青葉区中央１丁目１−１ エスパル仙台東館４階

なの花薬局青葉中央店

仙台市青葉区中央４丁目４−８

022-716-7314

なの花訪問看護ステーション千歳台

世田谷区千歳台5-18-10-B1

03-6411-5118

なの花訪問看護ステーション仙台

仙台市青葉区上杉5-1-1上杉五番館2階

022-724-7884

なの花薬局立川駅前店

立川市柴崎町３丁目８番２号 ビルド花彩１階

042-548-3915

なの花薬局南吉成店

仙台市青葉区南吉成３−１−２３

022-303-3051

なの花薬局立川柴崎町店

立川市柴崎町３丁目１２番２４号

042-527-1120

なの花薬局たじり店

大崎市田尻沼部字新富岡３４−１

0229-39-3132

メトロファーマシー新川

中央区新川2丁目28番2号メディカルプライム新川1階

03-6222-9480

なの花薬局名取熊野堂店

名取市高舘熊野堂字岩口下45番7号

022-226-8851

メトロファーマシー日本橋小伝馬町

中央区日本橋大伝馬町13版8号メディカルプライム

03-6810-9725

福島県

022-290-9155

日本橋小伝馬町1階
メトロファーマシー神田

千代田区鍛冶町2丁目8番6号メディカルプライム神田1階

03-3527-1033

おしどり薬局北ノ林店

郡山市大槻町字北ノ林27-13-1

024-954-8153

なの花薬局大塚店

豊島区北大塚１−１７−９ 平松ビル１階

03-5907-3995

おしどり薬局鶴見坦店

郡山市鶴見坦1-9-10

024-954-3718

なの花薬局田無店

西東京市田無町4-29-3 SAビル1F

042-420-2858

なの花薬局北矢野目店

福島市北矢野目字原田６７−１７

024-557-5227

なの花薬局大泉学園店

練馬区大泉学園町４−２２−４

03-5905-7022

ひまわり訪問看護リハビリステーション

練馬区大泉学園町4−2２−４

03-6904-5146

なの花薬局関町南店

練馬区関町南４丁目１３番１４号

03-3594-5011

なの花薬局八王子みなみ野店

八王子市兵衛１丁目２５番５号 ソレイユ店舗C

042-638-0733

なの花薬局日野新井店

日野市新井８６0−１

042-506-5518

なの花薬局さつき店

文京区千駄木２丁目２番１６号

03-5834-8170

0299-27-1221

なの花薬局町田森野店

町田市森野２−８−１５ＡＷＡ渋谷ビル地下１階−１ 042-732-3197

■関東エリア
茨城県

石岡セントラル薬局

石岡市東石岡4-1-39

ひがし薬局

石岡市東石岡5-2-36

0299-56-7311

なの花薬局鶴川店

町田市大蔵町１２６

042-735-9205

なの花薬局石岡八郷店

石岡市東成井２７１９−３

0299-36-9600

なの花薬局鶴川大通り店

町田市大蔵町２２２１−２ ＮＳビル１階

042-737-3553

なの花薬局つくば並木店

つくば市並木４−１−３

029-851-0439

なの花薬局町田中町店

町田市中町１丁目１１番８号 ヴェルドミール町田１階１０１号

042-720-0321

なの花薬局那珂店

那珂市鴻巣３２４１−７

029-219-8719

なの花薬局三鷹新川店

三鷹市新川６−２５−４

0422-79-8721

なの花薬局ひたちなか店

ひたちなか市津田２９５０−３

029-219-7882

メトロファーマシー高輪台

港区高輪3丁目8番17号メディカルプライム高輪1階

03-5424-1231

コヤマ津田店

ひたちなか市津田２９５０−３

029-271-2222

神奈川県

なの花薬局水戸赤塚店

水戸市赤塚１−１８７０−４

029-251-1966

コヤマ赤塚店

水戸市赤塚１−１８７０−４

029-251-1384

なの花薬局海老名扇町店

海老名市扇町３−６ ＭＡＣセントラルビル１階

046-204-9710

コヤマ京成店

水戸市泉町１−６−１ 京成百貨店８階

029-228-2309

なの花薬局海老名国分店

海老名市国分北１−４−３５

046-231-0200

コヤマ下市店

水戸市本町2−3−3

029-224-8105

なの花薬局海老名杉久保店

海老名市杉久保北４−１３−１６

046-238-6561

なの花薬局水戸駅前店

水戸市宮町1−2−4 マイムビル2階

029-246-5686

なの花薬局海老名中央店

海老名市中央２−８−３３

046-236-5386

なの花薬局海老名駅前店

海老名市中央３−４−３

046-236-5202

なの花薬局さがみ野店

海老名市東柏ヶ谷３−３−１９

046-236-1835

なの花薬局湘南鎌倉店

鎌倉市植木６８３

0467-33-5966

なの花薬局新百合ヶ丘店

川崎市麻生区上麻生１−５−２ 小田急新百合ヶ丘ビル４F 044-959-3109

なの花薬局王禅寺店

川崎市麻生区王禅寺東５−１−２

044-981-2931

なの花薬局川崎塚越店

川崎市幸区塚越２−１５７

044-548-0933

栃木県
さくら新上三川病院前薬局

河内郡上三川町上三川２３６０−１

0285-39-8039

群馬県
なの花薬局安中店

安中市安中１−８−２４

027-382-3748

なの花薬局登戸店

川崎市多摩区登戸新町337

044-931-6205

なの花薬局うすい店

安中市原市１−１２−３５

027-384-0842

なの花薬局武蔵新城店

川崎市中原区上新城１−２−２８ さくらコート１F

044-740-5418

なの花薬局伊勢崎昭和町店

伊勢崎市昭和町１６８７−３

0270-75-4777

なの花薬局相模原中央店

相模原市中央区相模原３−６−６

042-759-7321

なの花薬局吉岡店

北群馬郡吉岡町南下９１６

0279-70-8012

なの花薬局座間店

座間市入谷東4−42−18

046-259-4194

なの花薬局下里見店

高崎市下里見町１４２６−６

027-360-8105

なの花薬局ハマミ店

茅ヶ崎市浜見平１１−１

0467-86-5807

なの花薬局高崎吉井店

高崎市吉井町吉井６０７−７

027-387-9452

なの花薬局辻堂店

藤沢市辻堂2−2−14 ステラ湘南2F

0466-90-3130

なの花薬局富岡店

富岡市富岡２５８８−９

0274-64-5505

なの花薬局横須賀大津店

横須賀市大津町１−１１−１１

046-830-3087

なの花薬局横須賀金谷店

横須賀市金谷２−１−１８

046-852-5255

なの花薬局横須賀武山店

横須賀市武１−２０−１５

046-855-5795

埼玉県
なの花薬局川越あさひ店

川越市旭町２−８−４

049-247-2338

なの花薬局横須賀長井店

横須賀市長井１−８−１２

046-856-8030

なの花薬局東大宮店

さいたま市見沼区東大宮２−３５−７

048-667-3560

なの花薬局米が浜店

横須賀市米が浜通1-18

046-829-0885

なの花薬局戸田公園店

戸田市本町４−１７−９ プランドール戸田公園

048-430-1511

なの花薬局さちが丘店

横浜市旭区二俣川１−１０−６７

045-369-1667

なの花薬局本庄おじま店

本庄市小島５−１−２４

0495-27-8081

なの花薬局いずみ店

横浜市泉区和泉中央北2−2−29

045-802-8881

なの花薬局杉田店

横浜市磯子区杉田１−２０−１９

045-778-1081

なの花薬局ちさと店

津市河芸町東千里字大橋２５９−３

059-244-1155

なの花薬局鶴見店

横浜市鶴見区鶴見中央３−１０

045-508-2777

なの花薬局観音寺店

津市観音寺町４４５−１５

059-221-0008

なの花薬局東戸塚店

横浜市戸塚区品濃町５１３−７

045-820-1871

なの花薬局井戸山店

津市久居井戸山町字奥ノ谷７５１番地１１

059-254-3700

なの花薬局品濃町店

横浜市戸塚区品濃町５２２-５トレニアビル１F

045-828-5166

なの花薬局名張夏見店

名張市夏見３２７０

0595-62-1630

なの花薬局横浜本郷町店

横浜市中区本郷町２−４５−３

045-319-4161

なの花薬局名張市立病院前店

名張市百合が丘西１番町１５１番地

0595-61-1039

なの花薬局ゆき店

横浜市中区山田町８−１

045-250-5311

なの花薬局おかわち店

松阪市大河内町字大垣戸７７２−３

0598-36-8811

新羽調剤薬局

横浜市港北区新羽町1292

045-541-7066

なの花薬局鎌田店

松阪市鎌田町２１７−１６

0598-50-0038

新羽調剤薬局駅前店

横浜市港北区新羽町1690-1

045-541-2666

なの花薬局宝塚店

松阪市宝塚町１５０８−１

0598-25-6677

なの花薬局関内駅前店

横浜市中区不老町１−３−３ フェニックス関内１０２ 045-222-7535

なの花薬局松阪目田店

松阪市目田町字門３２７−６

0598-61-2223

なの花薬局本牧店

横浜市中区本郷町２−４４ー１ サンクレイン本牧１０２

045-629-5586

なの花薬局清水店

四日市市清水町１−１１ サンモール清水

059-331-8008

なの花薬局横浜岡野店

横浜市西区岡野１-１４ 横浜メディカルセンタービル１F

045-548-5990

なの花薬局日永北店

四日市市日永西一丁目４５４６−６

059-320-0088

なの花薬局横浜浦舟町店

横浜市南区白妙町3-41タートルベイ1階

045-308-7073

なの花薬局日永西店

四日市市日永西五丁目５２３番地

059-346-8989

なの花薬局横浜六ッ川店

横浜市南区六ッ川１−２１０−１

045-712-0551

なの花薬局近江八幡店

近江八幡市桜宮町２１１番地５

0748-31-1711

なの花薬局堅田店

大津市今堅田２丁目１４番１号 ＡＳレジデンス大津堅田

077-573-4011

なの花薬局仰木の里店

大津市仰木の里７丁目１番１３号

077-536-5508

なの花薬局大津坂本店

大津市坂本１丁目２５番５号

077-578-5311

なの花薬局中ノ庄店

大津市中庄１丁目１４−１０−３

077-526-8805

なの花薬局わに店

大津市和邇高城字願成寺２６７番地１

077-594-2411

■近畿エリア

■甲信越エリア
新潟県

なの花薬局新発田店

新発田市本町１−１４−５

0254-21-3922

■北陸エリア
石川県

滋賀県

なの花薬局大桑店

金沢市大桑２丁目２５６番地

076-259-5253

なの花薬局草津野村店

草津市野村６丁目１番３号 コンフォーレＴ１１階

077-566-5011

なの花薬局美川店

白山市美川和波町カ１２８−３

076-256-2859

なの花薬局栗東大宝店

栗東市霊仙寺１丁目１−５３

077-553-5211

なの花薬局若狭市場店

三方上中郡若狭町市場第１９号２番地１

0770-62-2250

なの花薬局京都北大路店

京都市北区小山板倉町５０番地

075-494-0870

なの花薬局井ノ口店

三方上中郡若狭町井ノ口２９−３３

0770-62-2670

なの花薬局洛西口駅前店

向日市寺戸町七ノ坪１００

075-935-6421

なの花薬局男山店

八幡市男山泉１−１ 大黒ビル１Ｆ

075-972-6015

なの花薬局建石町店

池田市建石町７−１０

072-750-0130

みのり薬局

泉大津市豊中町２丁目６番３号 片山ビル１階

0725-32-9011

福井県

■東海エリア
静岡県

京都府

大阪府

なの花薬局掛川杉谷店

掛川市杉谷南２丁目１４−１７

0537-21-2760

なの花薬局南茨木店

茨木市沢良宜西 １丁目１番３号 南茨木第２阪急ビル内

072-633-4460

なの花薬局清水西久保店

静岡市清水区西久保１丁目５−８

054-368-6150

なの花ドラッグストア南茨木店

茨木市沢良宜西 １丁目１番３号 南茨木第２阪急ビル内

072-633-4460

なの花薬局金谷根岸町店

島田市金谷根岸町１４０−２３

0547-46-1750

なの花薬局茨木駅前店

茨木市舟木町２−７−１B

072-636-8060

なの花薬局榛原神戸店

榛原郡吉田町神戸２０６７−１

0548-33-2522

なの花薬局阪大前店

茨木市美穂ヶ丘３番６号

072-631-4630

なの花薬局藤枝小石川店

藤枝市小石川町１丁目１０番２１−２号

054-631-9011

共栄薬局梅田店

大阪市北区角田町８番７号(阪急百貨店うめだ本店Ｂ１階)

06-6313-7520

なの花薬局矢立町店

富士宮市矢立町９１０−２７

0544-29-7037

なの花薬局グランドビル店

大阪市北区角田町８番４７号(阪急グランドビル２３階） 06-6311-7100

岐阜県

共栄ドラッグストア阪急三番街店

大阪市北区芝田 １丁目１番３号

06-6372-7688

なの花薬局梅田芝田店

大阪市北区芝田２丁目１番１８号 西阪急ビル１階

06-6292-4035

なの花薬局駒爪店

岐阜市西駒爪町１９番地

058-263-1611

なの花薬局中津店

大阪市北区芝田 ２丁目９番１２号

06-6373-2390

なの花薬局岐阜東島店

岐阜市東島２丁目１４番６号 ハイム山王１階

058-214-3302

なの花ドラッグ リーガロイヤルホテル店

大阪市北区中之島５丁目３番６８号

06-4803-5967

なの花薬局関ケ原店

不破郡関ケ原町大字関ケ原字井ノ口2490-29

0584-41-2850

なの花薬局中之島店

大阪市北区中之島５丁目３番６８号

06-6448-0879

nanohana戎橋店

大阪市中央区心斎橋筋2丁目4-5

06-6211-0013

なの花薬局西淀川大野店

大阪市西淀川区大野2丁目1番41号 レーベンビル西淀川1階

06-6476-4613

愛知県

なの花薬局一宮えびす店

一宮市千秋町佐野字五反田２０

0586-82-6075

なの花薬局都島店

大阪市都島区都島本通２丁目１４ー２

06-6924-6701

いつき調剤薬局

瀬戸市東本町１−５５ グランメゾン１F

0561-97-1200

なの花薬局初芝店

堺市東区野尻町３２５−５

072-285-5400

なの花薬局太田川駅前店

東海市大田町蟹田１２５−１

0562-85-3350

なの花薬局桃山台店

吹田市桃山台５丁目２番２号（アザール桃山台２階） 06-6834-6033

なの花薬局常滑飛香台店

常滑市飛香台7丁目2番5号メディカルスクエア常滑1階

0569-47-8853

なの花薬局ミューズたかつき店

高槻市白梅町４−８ ジオタワー高槻ミューズフロント３階

072-686-6170

なの花薬局豊川赤坂店

豊川市赤坂町松本１８１−２

0533-82-2666

なの花薬局ミューズイースト店

高槻市白梅町４−８ ジオタワー高槻ミューズフロント３階

072-686-6464

なの花薬局名古屋植田店

名古屋市天白区元植田２−２３１４−２

052-846-0355

なの花薬局豊中上野坂店

豊中市上野坂１−１−３ ノーブル上野坂１０２ 06-6844-5810

すみれ調剤薬局

名古屋市中川区中島新町２丁目３０８番地

052-355-6000

なの花薬局柴原店

豊中市柴原町４丁目８ー２３

06-6842-0585

なの花薬局名古屋長須賀店

名古屋市中川区長須賀３−７０４

052-439-2289

なの花薬局千里中央店

豊中市新千里西町１−１−４８

06-6318-5181

なの花薬局栄生店

名古屋市西区栄生２丁目７番１３号１階

052-414-6181

なの花薬局豊中駅前店

豊中市玉井町１−１０−３０ かのうビル１階

06-6858-6505

なの花薬局名古屋明治店

名古屋市南区内田橋１−３０−１２

052-698-2111

なの花薬局豊中店

豊中市夕日丘1丁目１番５号

06-6849-4625

なの花薬局名古屋笠寺店

名古屋市南区桜本町４７−１

052-823-3532

なの花薬局枚方店

枚方市新町１丁目１０−５

072-804-9006

なの花薬局梅森台店

日進市梅森台３−１１４

052-806-3135
なの花薬局開明町店

三重県

兵庫県

尼崎市開明町2-24

06-6416-6747

なの花薬局小俣本町店

伊勢市小俣町本町３４１−１０７

0596-64-8791

なの花薬局立花駅前店

尼崎市七松町2-6-17

06-6413-5411

なの花薬局小俣店

伊勢市小俣町元町１１５７−２

0596-27-6800

なの花薬局西難波店

尼崎市西難波町5-2-15

06-6481-5062

なの花薬局勢田店

伊勢市勢田町車沖５６９−１６

0596-65-6451

なの花薬局浜店

尼崎市浜3-21-1

06-4960-5701

なの花薬局明和店

多気郡明和町大字金剛坂８１６−６９（休止中）

なの花薬局尼崎なにわ店

尼崎市東難波町３−２−３４

06-4868-8115

なの花薬局金剛坂店

多気郡明和町大字金剛坂８１７−３０

0596-53-2300

なの花薬局やしろ店

加東市藤田９４４−２６

0795-40-2626

なの花薬局斎宮店

多気郡明和町大字竹川字野口３９−７９

0596-63-8295

なの花薬局川西能勢口店

川西市栄町20番1号ベルフローラ・かわにし

072-758-2450

なの花薬局河芸店

津市河芸町中別保３１４−４

059-244-0001

WEST1階

なの花薬局川西桜ヶ丘店

川西市中央町１５−６ セントラルハイツ１階１号

072-757-3388

さくら薬局粕屋店

糟屋郡粕屋町長者原西４丁目１１番６号

092-938-3033

なの花薬局日生中央駅前店

川辺郡猪名川町松尾台１丁目２番２号

072-766-1711

さくら薬局アーバンモール新宮店

糟屋郡新宮町緑ヶ浜４丁目１０番５号

092-405-0875

なの花薬局神戸旭通店

神戸市中央区旭通４丁目１-４ シティタワープラザ３階

078-271-5002

さくら薬局新宮中央駅前店

糟屋郡新宮町緑ヶ浜４丁目１７番４号

092-410-1194

なの花薬局六甲アイランド向洋町店

神戸市東灘区向洋町中3丁目2-2 RIC医療・介護

078-858-6051

さくら薬局大畠店

北九州市小倉北区大畠１−７−２５

093-521-1396

さくら薬局九州労災病院前店

北九州市小倉南区曽根北町２−３０

093-474-9650

ステーション101号室
なの花薬局神戸住吉店

神戸市東灘区住吉本町１−１−２ JR住吉駅ＮＫビル

078-846-7505

さくら薬局横代店

北九州市小倉南区横代北町１丁目３−４

093-963-8737

なの花薬局西宮ガーデンズ店

西宮市深津町7-21

0798-69-0315

さくら薬局門司店

北九州市門司区大里新町３−９

093-381-1396

なの花薬局西宮室川店

西宮市室川町１０番２８号

0798-37-3174

さくら薬局折尾店

北九州市八幡西区折尾四丁目8番10-105号

093-980-6118

なの花薬局広畑店

姫路市広畑区夢前町１−２

079-230-3189

さくら薬局久留米大学病院前店

久留米市旭町６２番２

0942-34-1196

さくら薬局舞の里店

古賀市舞の里３丁目１７番１１号

092-941-4100

光が丘調剤薬局

筑紫野市光が丘４丁目４−２

092-926-5330

奈良県
アート薬局

生駒郡斑鳩町興留４−１０−１６ 野口ビル１階

0745-74-6617

さくら薬局直方店

直方市湯野原２丁目２番１０号

0949-26-8043

薬局いかるが調剤

生駒郡斑鳩町興留７丁目２−１１

0745-74-4073

さくら薬局片江店

福岡市城南区神松寺２丁目１３番２０号 ＹＯビル

092-863-2772

いかるが薬局新庄店

葛城市新庄１２２−２

0745-60-2735

さくら薬局ももち店

福岡市中央区地行3丁目27-27

092-753-8702

なの花薬局奈良中山台店

北葛城郡河合町中山台１−１−１

0745-34-0786

さくら薬局薬院店

福岡市中央区薬院１丁目５−１１ 薬院ヒルズ５Ｆ 092-736-6077

いかるが中央薬局

大和郡山市小泉町東３−６−２２

0743-59-6617

さくら薬局水谷店

福岡市東区水谷１−１９−１６

092-682-5455

なの花薬局高田駅前店

大和高田市本郷町２番地２号

0745-23-0505

さくら薬局三苫店

福岡市東区三苫３丁目２−40

092-605-5004

なの花薬局花吉野ガーデンヒルズ店

吉野郡大淀町福神１０−１

0747-54-3050

さくら薬局和白店

福岡市東区和白丘２丁目１番４０号

092-608-1700

さくら薬局上和白店

福岡市東区和白丘２−３−６

092-606-6266

さくら薬局和白丘店

福岡市東区和白丘２丁目１１−１３

092-608-1795

■中国エリア

さくら薬局和白東店

福岡市東区和白東１丁目２４−４５

092-607-6445

さくら薬局警弥郷店

福岡市南区警弥郷１−４−１５

092-585-8111

岡山県

さくら薬局長住店

福岡市南区寺塚１−１７−６

092-562-6686

さくら薬局長丘店

福岡市南区長丘３丁目９番８号 吉海ビル１Ｆ 092-408-5906

なの花薬局岡山三浜店

岡山市南区三浜町２丁目１−３２

086-263-2022

さくら薬局柳川店

柳川市本町３−３０

0944-74-4533

なの花薬局新倉敷駅前店

倉敷市新倉敷駅前３丁目３０

086-476-3401

さくら薬局行橋中央店

行橋市大橋３丁目１２−３

0930-26-3390

さくら薬局行橋店

行橋市大字道場寺１３９８番１

0930-26-2250

広島県
なの花薬局平原店

尾道市平原１丁目２０−４６

0848-23-2311

佐賀県

関西薬局三原駅前店

三原市城町１−８−７

0848-67-5445

はる薬局

唐津市原９１７

0955-77-2316

なの花薬局セトピア店

三原市城町１−１３−５

0848-64-5965

さくら新武雄病院前薬局

武雄市武雄町富岡１２６２４−１

0954-26-9650

なの花薬局城町店

三原市城町２−２−２２

0848-67-6481

さくら薬局千栗店

三養基郡みやき町大字白壁１０５４番地１０

0942-89-1157

なの花薬局本町えびす店

三原市本町１−９−９

0848-60-1318

なの花薬局宮浦店

三原市宮浦５−１６−１０

0848-29-8000

さくら薬局大村店

大村市富の原２丁目２４２−５

0957-55-5940

さくら薬局対馬店

対馬市美津島町鶏知字千馬ヶ原乙３３０−１１

0920-54-2326

島根県

長崎県

なの花薬局平田店

出雲市平田町２１６４−４

0853-62-9251

なの花薬局石見大田店

大田市大田町大田ロ１１８６−８

0854-83-7307

熊本県

なの花薬局石見長久店

大田市長久町長久ロ２２５−６

0854-82-7555

ほたる薬局

熊本市北区鶴羽田１−１４−５

096-341-1811

なの花薬局松江川津店

松江市下東川津町４２−８

0852-61-5715

菊南薬局

合志市須屋７０８−６

096-346-1132

さくら薬局長府店

下関市長府南之町３番３２号

083-245-8439

永冨調剤薬局市浜店

臼杵市大字市浜６７０番１

0972-62-2213

さくら薬局徳山中央病院前店

周南市孝田町２番１号

0834-28-8739

永冨調剤薬局臼杵店

臼杵市大字臼杵字浜２−１０７−７５１

0972-62-3262

さくら薬局ひかり店

光市光ヶ丘6番2号

0833-48-6370

永冨調剤薬局敷戸団地店

大分市大字鴛野３６２−８

097-574-7200

ながとみ薬局敷戸店

大分市大字鴛野字行衛１０１８−１２

097-569-7889

永冨調剤薬局米良店

大分市大字羽田１９４番地の３

097-554-7373

永冨調剤薬局大在店

大分市汐見２丁目１番４号

097-524-3832

永冨調剤薬局本店

大分市下郡北１丁目４番４５号

097-554-3838

永冨調剤薬局下郡店

大分市下郡東一丁目４番５号

097-567-1661

永冨調剤薬局判田店

大分市下判田２３４９番５

097-586-7130

山口県

大分県

■四国エリア
香川県
なの花薬局さぬき店

さぬき市寒川町石田東甲３２２番地１

0879-43-0811

永冨調剤薬局だのはる店

大分市新春日町２丁目３ー１２

097-513-8223

なの花薬局大川店

さぬき市寒川町石田東甲４０４−１

0879-43-2589

永冨調剤薬局明野店

大分市新明治１丁目４番地

097-524-6816

なの花薬局白鳥店

東かがわ市湊１８３１−６

0879-26-0727

ながとみ薬局竹中店

大分市竹中２７０１−７

097-597-5385

なの花薬局丸亀店

丸亀市城東町２丁目９−２７

0877-58-1616

永冨調剤薬局田中店

大分市田中町1丁目2番12号

097-554-5300

永冨調剤薬局春日店

大分市中春日町１５−１５

097-540-5145

永冨調剤薬局羽屋店

大分市羽屋一丁目4番1号

097-573-5400

愛媛県
なの花薬局梅本店

松山市南梅本町甲２０１−１

089-976-6668

永冨調剤薬局鶴崎店

大分市東鶴崎三丁目３番２０号

097-523-1676

さかろく調剤薬局

八幡浜市向灘字高城２２９−４０

0894-29-1248

永冨調剤薬局富士見が丘店

大分市富士見が丘東４丁目１３番１２号

097-586-1300

永冨調剤薬局府内店

大分市府内町２丁目３−３０

097-540-6636

永冨調剤薬局日出店

速見郡日出町豊岡辻間６１００−４７３

0977-72-9727

永冨調剤薬局別府秋葉通り店

別府市末広町１−２３工藤ビル１Ｆ

0977-27-5400

永冨調剤薬局はさま店

由布市挾間町北方７５６番２

097-586-3781

永冨調剤薬局はさまジャスコ前店

由布市挾間町北方字下角５３番地

097-586-3216

■九州エリア
福岡県
さくら薬局前原店

糸島市波多江駅南１丁目８番６号

092-323-3329

さくら薬局遠賀店

遠賀郡遠賀町大字今古賀字前見６３１−６

093-293-9145

さくら薬局水巻店

遠賀郡水巻町立屋敷１−１４−５２

093-203-1811

さくら薬局水巻南店

遠賀郡水巻町下二東１丁目４５５番１

093-202-0727

………コスメ・ドラッグストア

■主な事業所
（株）
メディカルシステムネットワーク
・本社

北海道札幌市中央区北10条西24丁目3番地 AKKビル 011-613-3113

・東京事務所

東京都港区虎ノ門1丁目1番18号 ヒューリック虎ノ門ビル8F 03-5532-1335

・大阪事務所

大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル13F 06-6873-0002

・福岡事務所

福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜４丁目１７番２２号

（株）
なの花北海道

北海道札幌市中央区北10条西24丁目3番地 AKKビル3F 011-613-7774

（株）
なの花東北

青 森 県 八 戸 市 石 堂 二 丁 目 2 4 番 3 0 号 0178-38-7637

（株）
なの花東日本

東京都港区虎ノ門1丁目1番18号 ヒューリック虎ノ門ビル8F 03-5532-1340

（株）
なの花中部

愛知県名古屋市中区丸の内3丁目23番20号 HF桜通ビルディング5F 052-950-7235

（株）
なの花西日本

大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル7F 06-6836-6150

（株）
トータル・メディカルサービス 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜4丁目17番22号 092-962-9200
（株）永冨調剤薬局

大 分 県 大 分 市 下 郡 北１丁 目４番４５号 097-554-3333

