介護用品取扱登録事業所一覧
事業所名

No.

(H30.5.29時点）

郵便番号

所在地

電話番号

1

めいぷる薬局

４４０－００１２

豊橋市東小鷹野3丁目12-21

（０５３２）６９－１６４０

2

ココカラファイン 小鷹野店

４４０－００１３

豊橋市西小鷹野２－１－１

（０５３２）６３－３４３１

3

アーパス たか丘店

４４０－００１３

豊橋市西小鷹野３‐１１‐２

（０５３２）６４－３４１１

4

スギ薬局井原店

４４０－００２５

豊橋市井原町２９番地１

（０５３２）６９－３５１０

5

フジ薬局

４４０－００２６

豊橋市多米西町1-4-21

（０５３２）６５－１８０７

6

ドラッグスギヤマ 多米店

４４０－００２６

豊橋市多米西町３丁目６－２

（０５３２）６３－９８１１

7

スギ薬局東岩田店

４４０－００３３

豊橋市東岩田１丁目11番地7

（０５３２）６９－３１５１

8

福祉サービス株式会社

４４０－００３４

豊橋市豊岡町129番地

（０５３２）６６－１０１１

9

ドラッグスギヤマ 西岩田店

４４０－００３４

豊橋市豊岡町２０５番地

（０５３２）６５－８４４１

10

（有） 村松薬局

４４０－００３５

豊橋市平川南町80-1

（０５３２）６２－４９８７

11

小原薬局

４４０－００３８

豊橋市平川本町2丁目12-3

（０５３２）６３－４５６０

12

スギ薬局東田店

４４０－００５３

豊橋市老松町１６

（０５３２）６９－５４７５

13

（株） エルゴット

４４０－００７３

豊橋市湊町3番地

（０５３２）５５－０７９４

14

総合メディカルファーマシー中部 中央調剤薬局 ４４０－００７６ 豊橋市大橋通2-112

（０５３２）５３－５４５０

15

みゆきファーマシー東新町店

４４０－０８１２

豊橋市東新町200-2

（０５３２）３９－４６２７

16

ドラッグスギヤマ 舟原店

４４０－０８１３

豊橋市舟原町１７４

（０５３２）５７－０７１１

17

あゆみ調剤薬局

４４０－０８１５

豊橋市中世古町86番地

（０５３２）５５－０５００

18

ほのぼの薬局

４４０－０８２１

豊橋市春日町2-3-1 春日町ムラタビル105 （０５３２）３９－３１８３

19

スギ薬局西岩田店

４４０－０８３１

豊橋市西岩田一丁目４番地８

（０５３２）６９－２７５０

20

（株）ニチイ学館 ニチイケアセンター豊橋

４４１－０８３１

豊橋市西岩田四丁目13番地13

（０５３２）６９－５２１４

21

（株） 山多 ほの国薬局

４４０－０８３３

豊橋市飯村町字西山25-118 1階101号室

（０５３２）３５－６６３１

22

豊橋東部調剤薬局

４４０－０８３４

豊橋市飯村北三丁目14-3

（０５３２）６４－０２２５

23

アーパス 飯村店

４４０－０８３５

豊橋市飯村南２‐２２‐２

（０５３２）６４－１３１１

24

ドラッグスギヤマ 三ノ輪店

４４０－０８３７

豊橋市三ノ輪町字本興寺１５－２

（０５３２）６４－９７１１

25

スギ薬局飯村店

４４０－０８４１

豊橋市西口町字土橋１０番１

（０５３２）６５－８１８１

26

エムハート薬局 とよはし店

４４０－０８５３

豊橋市牟呂町西明治源助堀6-6

（０５３２）３４－０５６１

27

エムハート薬局 とよはし南店

４４０－０８５３

豊橋市佐藤3丁目18-5

（０５３２）６６－５５５２

28

有限会社 佐藤薬局つつじが丘店

４４０－０８５８

豊橋市つつじが丘二丁目28-13

（０５３２）６３－３９３９

29

ココカラファイン つつじが丘店

４４０－０８５８

豊橋市つつじが丘２－２９－１６

（０５３２）６５－１５１０

30

ファーマシー了生薬局向山店

４４０－０８６４ 豊橋市向山町中畑13番地の1 マイルストーンビル1Ｆ （０５３２）５７－１６６６

31

日の丸薬局 本店

４４０－０８７１

豊橋市新吉町45

（０５３２）５４－２３６５

32

佐藤薬局 さとう調剤薬局

４４０－０８７３

豊橋市小畷町308

（０５３２）５３－０５５２

33

なかた調剤薬局

４４０－０８７４

豊橋市東松山町41-1

（０５３２）７５－０１７１

34

神谷薬局

４４０－０８８８

豊橋市駅前大通3-91

（０５３２）５２－３２８２

35

神谷調剤薬局

４４０－０８８８

豊橋市駅前大通3-118先

（０５３２）５１－１３８０

36

エムハート薬局 まつば店

４４０－０８９７

豊橋市松葉町3-12

（０５３２）５７－２５５２

37

スギ薬局石巻店

４４１－１１１５

豊橋市石巻本町字東野１５－３９

（０５３２）８７－０６６１

38

スギ薬局二川店

４４１－３１４３

豊橋市大岩町字西郷内１５０番地１

（０５３２）６５－６３５１

39

シーズ調剤薬局 二川店

４４１－３１４５

豊橋市大岩町字北元屋敷３４‐１５

（０５３２）４１－７１７１

40

日の丸薬局 二川店

４４１－３１５１

豊橋市二川町字北裏1-12

（０５３２）４１－７４１１

事業所名

No.

郵便番号

所在地

電話番号

41

ココカラファイン 吉川店

４４１－８００２

豊橋市吉川町１６１番地の１

（０５３２）３４－７５９０

42

スギ薬局菰口店

４４１－８０１１

豊橋市菰口町三丁目２５番地

（０５３２）３４－７９１５

43

みゆきファーマシー羽田店

４４１－８０１２

豊橋市羽田町40-1

（０５３２）３５－９５８３

44

（株）ニチイ学館 ニチイケアセンター花田

４４１－８０１９

豊橋市花田町14-1 第一杉ビル東

（０５３２）３４－５３８１

45

ドラッグスギヤマ 花田店

４４１－８０１９

豊橋市花田町字荒木４９－１

（０５３２）３３－４９１１

46

かもた調剤薬局

４４１－８０３６

豊橋市東橋良町23-1

（０５３２）３８－８０３３

47

エムハート薬局 中橋良店

４４１－８０３７

豊橋市中橋良町67-2

（０５３２）２１－７７５０

48

（有）山本薬局・山本調剤薬局

４４１－８０６１

豊橋市藤沢町107-1

（０５３２）３７－１９３３

49

スギ薬局豊橋中浜店

４４１－８０６５

豊橋市中浜町２１９番地６８

（０５３２）２９－０３３５

50

コスモ調剤薬局

４４１－８０７３

豊橋市大崎町広沢83-1

（０５３２）４４－８３８８

51

スギ薬局神野店

４４１－８０７７ 豊橋市神野新田町字口ノ割７０番地１ ドミー神野店内 （０５３２）３４－２８２１

52

スギ薬局牟呂店

４４１－８０８３

豊橋市東脇四丁目22番地12

（０５３２）３４－２３６６

53

健康第一調剤薬局 あおぞら薬局

４４１－８０８３

豊橋市東脇1-7-14

（０５３２）３４－２４２４

54

ココカラファイン 東脇店

４４１－８０８３

豊橋市東脇３－２２－１６

（０５３２）３２－７９５０

55

スギ薬局青竹店

４４１－８０８５

豊橋市青竹町字八間西１０番１

（０５３２）３４－７５０１

56

（株） 松屋リネンサプライ

４４１－８０８５

豊橋市青竹町字八間西181-2

（０５３２）３２－８１１４

57

スギヤマ調剤薬局 豊橋店

４４１－８０８５

豊橋市青竹町字青竹９２

（０５３２）３４－７６１１

58

（有） ピョンピョン薬局

４４１－８０９２

豊橋市牟呂外神町14-3

（０５３２）３３－０２６２

59

ジップドラッグ 山田店

４４１－８１０１

豊橋市山田町西山１１‐１

（０５３２）３７－５２７１

60

ジップドラッグ 山田三番町店

４４１－８１０３

豊橋市山田三番町９番１

（０５３２）３９－１５３０

61

エムハート薬局 やまだ店

４４１－８１０４

豊橋市山田二番町77-4

（０５３２）３８－８３１０

62

コスモ薬局

４４１－８１０７

豊橋市南栄町字空池8-75

（０５３２）４６－５５８８

63

バニラ薬局 南栄店

４４１－８１０７

豊橋市南栄町字東山226-1 1階

（０５３２）３９－４０３７

64

生活協同組合コープあいち 福祉用具・豊橋 ４４１－８１０９ 豊橋市小松町246番地

（０５３２）３７－４４４１

65

（有）シルバーアテンダ

４４１－８１１１

豊橋市江島町１４５－２

（０５３２）４７－２２４１

66

スギ薬局豊橋牧野店

４４１－８１１２

豊橋市牧野町牧野２６番地４７

（０５３２）３８－００７１

67

神谷薬局西幸店

４４１－８１１３

豊橋市西幸町字浜池42-8

（０５３２）３８－７３６４

68

みゆきファーマシー

４４１－８１１３

豊橋市西幸町字古並291-3

（０５３２）３８－８７２２

69

長坂薬局

４４１－８１１７

豊橋市浜道町字南側81

（０５３２）４５－０７２３

70

イオン豊橋南店

４４１－８１２４

豊橋市野依町字落合１番地１２

（０５３２）２９－３１１１

71

きりん薬局

４４１－８１３２

豊橋市南大清水町字元町210-5

（０５３２）２９－７５１１

72

スギ薬局豊橋南店

４４１－８１３３ 豊橋市大清水町字大清水３番地１１８２ 豊橋南プラザ内 （０５３２）２９－３６６０

73

オーバヤシ 大清水店

４４１－８１３３

豊橋市大清水町字大清水138番地

（０５３２）２５－０９３１

74

ココカラファイン 富士見台店

４４１－８１３５

豊橋市富士見台三丁目27-10

（０５３２）２９－２５１１

75

ココカラファイン 草間店

４４１－８１４９

豊橋市中野町字大原１７‐１

（０５３２）４８－３４６１

76

元気薬局 曙店

４４１－８１５１

豊橋市曙町字松並7番地2

（０５３２）３７－１１８０

77

ココカラファイン あけぼの店

４４１－８１５１

豊橋市曙町測点１５７ー２

（０５３２）２９－０３００

78

ココカラファイン 三本木店

４４１－８１５２

豊橋市三本木町新三本木４１‐１

（０５３２）３７－３５１１

79

ジップドラッグ 西高師店

４４１－８１５４

豊橋市西高師町字沢向５

（０５３２）３８－８３１１

80

ドラッグスギヤマ 高師店

４４１－８１５７

豊橋市上野町１２４番地６

（０５３２）３８－８４０１

81

フランスベッド(株) メディカル豊橋営業所

４４１－８０１９

豊橋市花田町小松２４－１

（０５３２）３３－３０１０

事業所名

No.
82

株式会社トーカイ 豊橋営業所

83

郵便番号

所在地

電話番号

豊橋市下地町字門５８番地

（０５３２）５７－２１６３

株式会社八神製作所 ヤガミホームヘルスセンター豊橋 ４４１－８００３

豊橋市小向町字西小向２２－１

（０５３２）３４－３９５１

84

クスリのアオキ 東脇店

４４１－８０８３

豊橋市東脇三丁目４番地３

（０５３２）３９－６８５０

85

太陽堂薬局

４４２－０８６２

豊川市市田町中社５８－１

（０５３３）８５－６４１８

86

オオイドラッグいなり店

４４２－００４５

豊川市駅前通２丁目９８

（０５３３）８９－９０２６

87

スワ薬局大崎店

４４２－０００７

豊川市大崎町下金居場９０

（０５３３）８２－３０７７

88

しらとり調剤薬局

４４２－０８５６

豊川市久保町小深田７－２

（０５３３）８２－４５００

89

辻村調剤薬局

４４２－０８５６

豊川市久保町葉善寺１６－１

（０５３３）８７－３１９２

90

辻村薬局

４４２－０８５４

豊川市国府町流霞７９－１

（０５３３）８７－３４６０

91

くすりのミヤノ

４４２－０８５４

豊川市国府町流霞１１３

（０５３３）８７－２０１０

92

スギ薬局御油店

４４１－０２１１

豊川市御油町行力１３－１

（０５３３）８８－７２３３

93

くすりの宝明堂

４４１－０２１１

豊川市御油町橋際２－２３

（０５３３）８７－２２４７

94

スギ薬局御油駅前店

４４１－０２１１

豊川市御油町八面横５４

（０５３３）８０－１３７０

95

桜木調剤薬局

４４２－００２７

豊川市桜木通４丁目８－１７

（０５３３）８３－１５６５

96

スギ薬局桜木店

４４２－００２７

豊川市桜木通５丁目１８－１

（０５３３）８０－０５３０

97

ココカラファイン桜木店

４４２－００２７

豊川市桜木通６丁目９－１

（０５３３）８９－７５７２

98

元気薬局桜町店

４４２－０８４３

豊川市桜町１丁目１－１２

（０５３３）８３－２１１２

99

スワ薬局三蔵子店

４４２－０００６

豊川市三蔵子町大道８２－３

（０５３３）８５－５４３４

100 本多薬局

４４２－０８２４

豊川市下長山町北側６３－１

（０５３３）８６－７７０３

101 本多調剤薬局

４４２－０８２４

豊川市下長山町中屋敷１２－１

（０５３３）８９－１９０８

102 （株）ニチイ学館 ニチイケアセンター国府

４４２－０８５５

豊川市新栄町２－５ セキソウビル２Ｆ

（０５３３）８２－４５１４

103 ココカラファイン薬局新桜町店

４４２－０８３５

豊川市新桜町通１丁目３１－１

（０５３３）８９－２２５１

104 みず穂調剤薬局

４４２－００１２

豊川市新豊町１丁目７２

（０５３３）８３－８０１０

105 Ｖ・ＤＲＵＧ豊川北店

４４２－００１２

豊川市新豊町２丁目４３

（０５３３）８３－８１６６

106 スギ薬局プリオ豊川店

４４２－００６８

豊川市諏訪３丁目３０２

（０５３３）８０－５０１２

107 Ｖ・ＤＲＵＧ豊川店

４４２－００６８

豊川市諏訪４丁目１７９

（０５３３）８３－８６９０

108 大村薬局

４４２－００６８

豊川市諏訪４丁目２０１

（０５３３）８６－２９５６

109 スワ薬局ぞうし店

４４２－０８４２

豊川市蔵子６丁目１１－２５

（０５３３）８９－５７５６

110 ひまわり薬局

４４２－０８４２

豊川市蔵子７丁目１２－８

（０５３３）８２－１５６２

111 スギ薬局蔵子店

４４２－０８４２

豊川市蔵子７丁目１７－１３

（０５３３）８３－６０１１

112 Ｖ・ＤＲＵＧ豊川南店

４４２－０８４２

豊川市蔵子７丁目６１－３４

（０５３３）６５－７１８６

113 ココカラファイン為当店

４４２－０８４５

豊川市為当町上川原田２４

（０５３３）８８－８８０１

114 ココカラファイン千歳店

４４２－０８８８

豊川市千歳通３丁目２５－１

（０５３３）８９－４５８８

115 大井薬局㈲

４４２－００５１

豊川市中央通２丁目２５

（０５３３）８４－１８２５

116 ヒシダ薬品㈱

４４２－０８１８

豊川市中条町鴻ノ巣２９－１２

（０５３３）８９－６３１８

117 いのうえ調剤薬局

４４２－０８７６

豊川市中部町２丁目３２－４

（０５３３）８３－８１１８

118 サカエ薬局

４４２－００３６

豊川市豊川栄町３３

（０５３３）８５－５３３３

119 イセヤ薬品

４４２－００３６

豊川市豊川栄町８３

（０５３３）８６－２１０１

120 トヨカワ薬局

４４２－００３３

豊川市豊川町伊呂通３１－２

（０５３３）８６－３０３５

121 トヨカワ薬局イナリ店

４４２－００３１

豊川市豊川西町３９

（０５３３）８３－６５２１

122 （株）ニチイ学館 ニチイケアセンター豊川

４４２－０８３８

豊川市西塚町一丁目４７

（０５３３）８０－２０３１

４４０－００８６

No.

事業所名

郵便番号

所在地

電話番号

123 ユタカ薬局

４４２－００２４

豊川市西豊町３丁目１６－２

（０５３３）８４－２１７４

124 スギ薬局野口店

４４２－０８５１

豊川市野口町道下６－１

（０５３３）６５－９５３１

125 オオイドラッグ八南店

４４２－０８５１

豊川市野口町道下１９－１

（０５３３）８０－０２３１

126 Ｖ・ＤＲＵＧ豊川東店

４４２－０８１１

豊川市馬場町郷前１７

（０５３３）８０－７７０３

127 スギ薬局本野ヶ原店

４４２－０００５

豊川市本野ヶ原２丁目１

（０５３３）８３－５３３１

128 スギ薬局クロスモール豊川店

４４２－０８２３ 豊川市正岡町胡麻田７２２ クロスモール豊川内 （０５３３）６５－９０３０

129 大阪薬局

４４２－０８８９

豊川市南大通３丁目３６

（０５３３）８６－２６９８

130 にこにこ薬局

４４２－０８０５

豊川市三谷原町郷中１２２－２

（０５３３）８３－２５２５

131 合同薬局八幡駅前店

４４２－０８５７

豊川市八幡町鐘鋳場１２６

（０５３３）８９－４９４５

132 アサヒ薬局

４４２－０８５７

豊川市八幡町黒仏１２－１７

（０５３３）８７－２３１１

133 Ｖ・ＤＲＵＧ豊川西店

４４２－０８５７

豊川市八幡町下天王１

（０５３３）８０－２８５５

134 ココカラファイン豊川八幡店

４４２－０８５７

豊川市八幡町宮前４９－１

（０５３３）８８－８２１０

135 Ｖ・ＤＲＵＧ豊川八幡店

４４２－０８５７

豊川市豊川西部区画整理地１３２街区５

（０５３３）５６－７８８６

136 ドラッグスギヤマ豊川インター店

４４２－０８０８

豊川市豊が丘町１９２

（０５３３）８０－２４１１

137 ドラッグスギヤマ三河一宮店

４４１－１２３１

豊川市一宮町旭３－１

（０５３３）９３－１４１１

138 ライフ薬局チアーズいちのみや店

４４１－１２３１

豊川市一宮町泉３３

（０５３３）９３－５８８６

139 スガヤ薬局㈲

４４１－１２３１

豊川市一宮町上新切５３０－６

（０５３３）９３－５２３５

140 スギ薬局豊川一宮店

４４１－１２３１

豊川市一宮町栄２０１

（０５３３）９５－１３５１

141 くすりの今泉薬局㈲

４４１－１２０６

豊川市篠田町四ツ家８１－１

（０５３３）９３－１５５０

142 いしかわ薬局

４４１－０３１１

豊川市御津町御馬東８３

（０５３３）７５－２５１０

143 戸田薬局

４４１－０３１２

豊川市御津町西方小貝津１８

（０５３３）７５－２３５９

144 みと調剤薬局

４４１－０３１２

豊川市御津町西方広田４９

（０５３３）７７－１６８８

145 スギ薬局御津店

４４１－０３１２

豊川市御津町西方日暮４１－１

（０５３３）５６－７６５１

146 クスリのさかた薬局

４４１－０１０５

豊川市伊奈町新屋４８－６

（０５３３）７２－５１７６

147 スギ薬局小坂井店

４４１－０１０５

豊川市伊奈町新屋７７－１

（０５３３）７３－１８５５

148 ジップドラッグ小坂井店

４４１－０１０５

豊川市伊奈町慶応２３－１９４

（０５３３）７３－３０８２

149 Ｖ・ＤＲＵＧ豊川伊奈店

４４１－０１０５

豊川市伊奈町並松１８３－６

（０５３３）９５－１５５５

150 藤嶋健康相談薬局

４４１－０１０３

豊川市小坂井町欠山８２

（０５３３）７８－２５５９

151 カルナドラッグストア小坂井店

４４１－０１０３

豊川市小坂井町中野５４－１２

（０５３３）７２－７１５１

152 オレンジ薬局

４４１－０１０３

豊川市小坂井町道地７８−１

（０５３３）７８－５２９０

153 小原盛大堂薬局

４４１－０１０３

豊川市小坂井町門並３

（０５３３）７２－２７６５

154 えがおネットおおぎ

４４２－０８２６

豊川市牛久保町城下７３

（０５３３）８５－３３５８

155 （有）エコワークス豊川営業所

４４２－０８５７

豊川市八幡町横道６８－１

（０５３３）８３－９８００

156 キングラン東海（株）

４４２－０８１１

豊川市馬場町薬師７５

（０５３３）８９－４５４５

157 スマイルフラワーＫＵＲＡ

４４２－０８４２

豊川市蔵子５丁目９－５

（０５３３）８５－０３０３

158 （有）ドルチェ

４４２－００６８

豊川市諏訪２丁目３０－１

（０５３３）８３－１５４５

159 ひまわり農業協同組合介護福祉センター

４４２－０８１１

豊川市馬場町上石畑６５

（０５３３）８３－８５８０

160 福祉用具貸与事業所あおやま

４４１－０１０３

豊川市小坂井町門並８－２

（０５３３）７３－３８１６

161 もみの木

４４２－０８８９

豊川市南大通４丁目１３－１

（０５３３）８３－６８５５

162 スギ薬局蒲郡店

４４３－０００４

蒲郡市平田町字向田２４－１

（０５３３）６８－９１３３

163 スギ薬局竹島店

４４３－００３１

蒲郡市竹島町１９番８号

（０５３３）６９－８３５５

郵便番号

所在地

164 スギ薬局蒲郡北店

４４３－０００６

蒲郡市蒲郡町荒子６７－１

（０５３３）６６－０２１０

165 スギ薬局三谷北店

４４３－００２２

蒲郡市三谷北通４丁目９８番地

（０５３３）６６－２６６1

166 スギ薬局竹谷店

４４３－００４６

蒲郡市竹谷町下日山20番地1

（０５３３）６９－８８０６

167 (資）延寿堂薬局

４４３－００２１

蒲郡市三谷町六舗１番地１

（０５３３）６８－４４０７

168 グリーン薬局

４４３－００２１

蒲郡市三谷町東４丁目８番地１

（０５３３）６８－３３７０

169 （有）市川薬局

４４３－００３４

蒲郡市港町７番１０号

（０５３３）６８－３６５８

170 イオン蒲郡店

４４３－００４６

蒲郡市竹谷町中野１－１

（０５３３）６８－８４２１

171 新光堂薬局

４４３－００５７

蒲郡市中央本町９番４号

（０５３３）６８－３４６２

172 だいち薬局

４４３－０１０４

蒲郡市形原町前田２９番地３

（０５３３）５７－５１４４

173 （有）八田薬局

４４３－００３８

蒲郡市拾石町宮前３８番地

（０５３３）６７－６３１１

174 （有）八田薬局 西浦調剤部

４４３－０１０５

蒲郡市西浦町馬々４２番地１

（０５３３）５７－０９２０

175 ファミリードラッグすずき 形原店

４４３－０１０４

蒲郡市形原町北新田６３番地１

（０５３３）５７－１２７５

176 クスリのアオキ 豊岡店

４４３－００１１

蒲郡市豊岡町前野１番地３

（０５３３）５６－７６０２

177 クスリのアオキ 形原店

４４３－０１０４

蒲郡市形原町北辻４番地１

（０５３３）６５－８１８８

178 ドラッグスギヤマ 宝店

４４３－００４４

蒲郡市宝町３７７番２

（０５３３）６６－１８１１

179 ドラッグスギヤマ 形原店

４４３－０１０４

蒲郡市形原町亀井３０番地の１

（０５３３）５８－４３２１

180 ココカラファイン 形原店

４４３－０１０４

蒲郡市形原町編笠２４－１

（０５３３）５７－８４３２

181 ココカラファイン 府相店

４４３－００５４

蒲郡市府相町新井前８７３番地

（０５３３）６９－８８３８

182 ゲンキー 形原店

４４３－０１０４

蒲郡市形原町南新田３７－１

（０５３３）６５－７６８０

183 ゲンキー 拾石店

４４３－００３８

蒲郡市拾石町縄手添１７

（０５３３）５６－８７５０

184 ゲンキー 西浦店

４４３－０１０５

蒲郡市西浦町北馬相２４－１

（０５３３）５６－７２４０

185 スギ薬局新城店

４４１－１３５４

新城市片山字西野畑５４５番地

（０５３６）２４－６２８８

186 スギ薬局長篠店

４４１－１６３４

新城市長篠字広面29番地

（０５３６）３２－６０５０

187 パナソニックエイジフリーショップ豊川新城

４４１－１３６１

新城市平井字野地１８番地１

（０５３６）２４－１０１５

188 Ｖ・drug中部薬品 新城店

４４１－１３５１

新城市稲木仲野７０番地２８

（０５３６）２４－３３２２

189 ドラッグスギヤマ 新城店

４４１－１３８６

新城市南畑３７番５

（０５３６）２４－３０１１

190 ドラッグスギヤマ 新城東店

４４１－１３６２

新城市平井字原１２５番地１

（０５３６）２４－３５１１

191 光田屋 げんき館

４４１－１３８６

新城市字南畑７４番地

（０５３６）２２－０１６６

192 池田屋薬局

４４１－１３８８

新城市字橋向７１

（０５３６）２３－００７４

193 ココカラファイン 長篠店

４４１－１６３４

新城市長篠字森上１－１

（０５３６）３２－２９１０

194 ジップドラッグ 新城店

４４１－１３４１

新城市杉山字野中７番６

（０５３６）２４－００７４

195 ココカラファイン ピアゴ新城店

４４１－１３７８

新城市宮ノ後６８番地３ピアゴ新城店１階

（０５３６）２４－９０５５

196 クスリのアオキ 新城店

４４１－１３７５

新城市字的場１９番地

（０５３６）２５－７１２０

197 スギ薬局田原店

４４１－３４１５

田原市神戸町字大坪１８１番

（０５３１）２４－０８６１

198 スギ薬局田原西店

４４１－３４２１

田原市田原町上八軒家26番地1

（０５３１）２７－７１７２

199 クスリの浜田

４４１－３４２１

田原市田原町築出５２番地２７

（０５３１）２２－０６２３

200 あいふるケア

４４１－３４２１

田原市田原町殿町１６番地１０

（０５３１）２３－１７６６

201 渥美病院売店

４４１－３４２２

田原市神戸町赤石１番地１

（０５３１）２４－０５１５

202 元気薬局田原店

４４１－３４２１

田原市田原町晩田33番地8

（０５３１）２３－４０３６

203 カクハチ中村呉服店

４４１－３５０２

田原市赤羽根町東瀬古５５番地１

（０５３１）４５－２０４３

204 コメリ ハードアンドグリーン赤羽根店

４４１－３５０２

田原市赤羽根町新笹５９番地１

（０５３１）４５－５００５

No.
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205 ヤマイズミ

４４１－３６１７

田原市福江町八反坪２番地１８

（０５３１）３２－０１３６

206 惣卜薬店

４４１－３６１７

田原市福江町下地２５番地１

（０５３１）３２－０１２０

207 昭和堂薬局

４４１－３６１４

田原市保美町段土９５番地１

（０５３１）３３－１１９９

208 元気薬局

４４１－３６１５

田原市中山町儀呂２５３番地２

（０５３１）３７－１７６０

209 もりもとや

４４１－３６１８

田原市小中山町一本松５７番地１

（０５３１）３３－０８００

210 春日薬局

４４１－３６２７

田原市堀切町河木原１６番地３

（０５３１）３４－２０５５

211 はちぼし商店

４４１－３６２２

田原市和地町北屋敷４５番地

（０５３１）３８－０４３８

212 大谷洋品店

４４１－３６１３

田原市古田町郷中１５２番地

（０５３１）３２－００９３

213 紺丈衣料品店

４４１－３４２１

田原市田原町萱町６０番地

（０５３１）２２－０１６４

214 オーバヤシ アツミ店

４４１－３６１７

田原市福江町堂前６０番地

（０５３１）３３－０２１９

215 シルバーアテンダ（田原）

４４１－３４３５

田原市仁崎町上ノ山１３番地１

（０５３１）２５－０２１１

216 イオン田原店

４４１－３４２１

田原市田原町南新地７６番地１

（０５３１）２３－０３５１

217 ココカラファイン 赤石店

４４１－３４１６

田原市東赤石４丁目２５番

（０５３１）２３－３０７７

218 ココカラファイン 田原赤石店

４４１－３４１６

田原市東赤石５－１００

（０５３１）２３－４１１１

219 ココカラファイン 赤羽根店

４４１－３５０２

田原市赤羽根町大辻６６－１

（０５３１）４５－５８４１

220 ココカラファイン 渥美店

４４１－３６１３

田原市古田町エゲノ前１４４－１

（０５３１）３７－１７００

221 ココカラファイン薬局 豊島店

４４１－３４１７

田原市豊島町前田１３５－１

（０５３１）２４－１６３６

222 ココカラファイン 田原豊島店

４４１－３４１７

田原市豊島町天白６７番１

（０５３１）２９－０５５０

223 ハーブ薬局田原店

４４１－３４１５

田原市神戸町大坪４１番地３

（０５３１）２２－７７４０

224 (有)やまだ屋

４４１－２３０１

北設楽郡設楽町田口字細田１番地の３

（０５３６）６２－１１１２

225 こおや薬店

４４１－２４３２

北設楽郡設楽町東納庫字若林２０

（０５３６）６５－０００８

226 シーズ調剤薬局 東栄店

４４９－０２１６

北設楽郡東栄町大字三輪字上栗２‐４

（０５３６）７９－３３８１

227 本郷薬局

４４９－０２１４

北設楽郡東栄町大字本郷字西万場３５－１ （０５３６）７６－０６２５

228 東海エイド岡崎

４４４－３５２６

岡崎市蓑川新町３丁目８番地１１

229 ケアサポートみどり

４５２－０８２２

名古屋市西区中小田井五丁目２７４番地の１０ （０５２）５０２－６２２２

（０５６４）７１－６１６６

