
ツルハドラッグ　息スルーライト取扱店舗

市町村 店舗名 住所
札幌市中央区 南6条店 〒064-0806 北海道札幌市中央区南6条⻄9丁⽬1018番地2
札幌市中央区 南8条店 〒064-0808 北海道札幌市中央区南８条⻄７丁⽬1037-27
札幌市中央区 円⼭店 〒064-0821 北海道札幌市中央区北1条⻄24丁⽬4-1 (東光ストア円⼭店内)
札幌市北区 北１２条駅前店 〒001-0012 北海道札幌市北区北12条⻄3丁⽬1番6号
札幌市北区 北２４条⻄店 〒001-0024 北海道札幌市北区北24条⻄9丁⽬1番1号
札幌市北区 北３６条⻄店 〒001-0036 北海道札幌市北区北36条⻄9丁⽬2番10号
札幌市北区 あいの⾥店 〒002-8072 北海道札幌市北区あいの⾥2条6丁⽬1番28号
札幌市北区 百合が原店 〒002-8081 北海道札幌市北区百合が原9丁⽬14番１
札幌市東区 北１０条店 〒065-0010 北海道札幌市東区北10条東5丁⽬1-40
札幌市東区 北１８条東店 〒065-0018 北海道札幌市東区北18条東15丁⽬1番10号
札幌市東区 元町店 〒065-0024 北海道札幌市東区北24条東20丁⽬1-21
札幌市東区 北２６条店 〒065-0026 北海道札幌市東区北26条東15丁⽬1-15
札幌市東区 本町店 〒065-0042 北海道札幌市東区本町２条４丁⽬8番16号
札幌市⽩⽯区 東札幌店 〒003-0001 北海道札幌市⽩⽯区東札幌1条1丁⽬7番1号
札幌市⽩⽯区 栄通店 〒003-0021 北海道札幌市⽩⽯区栄通14丁⽬2番1号
札幌市⽩⽯区 ⽩⽯本通店 〒003-0026 北海道札幌市⽩⽯区本通11丁⽬南7番9号
札幌市⽩⽯区 菊⽔３条店 〒003-0803 北海道札幌市⽩⽯区菊⽔3条5丁⽬2-25
札幌市⽩⽯区 菊⽔上町店 〒003-0813 北海道札幌市⽩⽯区菊⽔上町3条2丁⽬52番429
札幌市⽩⽯区 菊⽔元町店 〒003-0822 北海道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 北郷店 〒003-0832 北海道札幌市⽩⽯区北郷2条3丁⽬3-10
札幌市⽩⽯区 北郷4条店 〒003-0834 北海道札幌市⽩⽯区北郷4条13丁⽬3番1号
札幌市豊平区 美園１条店 〒062-0001 北海道札幌市豊平区美園1条2丁⽬3番1号
札幌市豊平区 ⻄岡店 〒062-0033 北海道札幌市豊平区⻄岡3条9丁⽬1番1号
札幌市豊平区 ⽉寒東２条店 〒062-0052 北海道札幌市豊平区⽉寒東2条18丁⽬163番12
札幌市豊平区 豊平４条店 〒062-0904 北海道札幌市豊平区豊平4条9丁⽬3-1リペア豊平
札幌市豊平区 平岸３条店 〒062-0933 北海道札幌市豊平区平岸3条10丁⽬4番6号
札幌市豊平区 平岸店 〒062-0933 北海道札幌市豊平区平岸3条3丁⽬6番1号
札幌市南区 ⽯⼭店 〒005-0842 北海道札幌市南区⽯⼭2条9丁⽬7番59号
札幌市南区 藤野店 〒061-2282 北海道札幌市南区藤野2条6丁⽬7番1号
札幌市⻄区 ⻄野３条店 〒063-0033 北海道札幌市⻄区⻄野3条8丁⽬9番18号
札幌市⻄区 宮の沢店 〒063-0051 北海道札幌市⻄区宮の沢1条4丁⽬8-27
札幌市⻄区 琴似中央店 〒063-0812 北海道札幌市⻄区琴似2条4丁⽬2番1号
札幌市⻄区 発寒中央駅前店 〒063-0830 北海道札幌市⻄区発寒10条3丁⽬1-10
札幌市⻄区 発寒１３条店 〒063-0833 北海道札幌市⻄区発寒13条4丁⽬13番85号
札幌市⻄区 ⼋軒店 〒063-0846 北海道札幌市⻄区⼋軒6条⻄6丁⽬3番1号
札幌市⻄区 琴似駅前店東⼝店 〒063-0861 北海道札幌市⻄区⼋軒1条東1丁⽬4-1
札幌市厚別区 厚別東店 〒004-0005 北海道札幌市厚別区厚別東5条3丁⽬24-7
札幌市厚別区 ひばりが丘店 〒004-0022 北海道札幌市厚別区厚別南２丁⽬１０番地４
札幌市⼿稲区 ⼿稲前⽥６条店 〒006-0816 北海道札幌市⼿稲区前⽥6条6丁⽬1-7
札幌市⼿稲区 ⼿稲星置駅前店 〒006-0851 北海道札幌市⼿稲区星置1条2丁⽬2番1号
札幌市清⽥区 清⽥店 〒004-0842 北海道札幌市清⽥区清⽥２条３丁⽬１１番４０号
札幌市清⽥区 北野店 〒004-0867 北海道札幌市清⽥区北野7条5丁⽬12番20号
函館市 函館⼤町店 〒040-0052 北海道函館市⼤町3番21号
函館市 函館桔梗店 〒041-0808 北海道函館市桔梗3丁⽬30番18号
函館市 昭和店 〒041-0812 北海道函館市昭和1丁⽬29番7号
函館市 ⻲⽥本町店 〒041-0813 北海道函館市⻲⽥本町4番5号
函館市 五稜郭店 〒041-0821 北海道函館市港町1丁⽬1-2
函館市 函館⽇吉店 〒041-0841 北海道函館市⽇吉町4丁⽬16-31
⼩樽市 ⼩樽⼿宮店 〒047-0041 北海道⼩樽市⼿宮1丁⽬2番１号
旭川市 旭川４条⻄店 〒070-0034 北海道旭川市4条通1丁⽬2241-6
旭川市 旭川⼤町３条店 〒070-0843 北海道旭川市⼤町3条5丁⽬2397-18
旭川市 旭川末広北店 〒071-8131 北海道旭川市末広1条10丁⽬1番20号
旭川市 旭川春光台店 〒071-8143 北海道旭川市春光台3条4丁⽬6番3号
旭川市 豊岡１２条店 〒078-8242 北海道旭川市豊岡12条4丁⽬5-6
旭川市 東光１０条店 〒078-8350 北海道旭川市東光10条4丁⽬1番18号
旭川市 旭川緑が丘店 〒078-8803 北海道旭川市緑が丘東3条1丁⽬3番3号
旭川市 永⼭３条⻄店 〒079-8413 北海道旭川市永⼭3条8丁⽬2番6号
釧路市 釧路愛国店 〒085-0058 北海道釧路市愛国東1丁⽬12番3号



釧路市 釧路芦野店 〒085-0061 北海道釧路市芦野5丁⽬27番8号
帯広市 帯広⼤通南２４丁⽬店 〒080-0010 北海道帯広市⼤通南24丁⽬10
帯広市 帯広⻄５条店 〒080-0015 北海道帯広市⻄5条南18丁⽬12番
帯広市 ⻄１８条店 〒080-0048 北海道帯広市⻄18条北1丁⽬30
帯広市 帯広稲⽥店 〒080-0831 北海道帯広市稲⽥町南9線⻄9番1
帯広市 帯広⻄２０条店 〒080-2470 北海道帯広市⻄20条南2丁⽬31番7号
北⾒市 北⾒公園店 〒090-0015 北海道北⾒市公園町139-10
北⾒市 北⾒春光店 〒090-0801 北海道北⾒市春光町1丁⽬49番地11
北⾒市 桜町店 〒090-0804 北海道北⾒市桜町6丁⽬2-4
北⾒市 とん⽥⻄町店 〒090-0834 北海道北⾒市とん⽥⻄町308番地1
北⾒市 北⾒メッセ店 〒090-0837 北海道北⾒市中央三輪5丁⽬423番地5
岩⾒沢市 岩⾒沢５条店 〒068-0005 北海道岩⾒沢市５条東6丁⽬3-9
岩⾒沢市 岩⾒沢鉄北店 〒068-0044 北海道岩⾒沢市北4条⻄11丁⽬3番24号
網⾛市 つくしケ丘店 〒093-0034 北海道網⾛市つくしケ丘1丁⽬90-93
網⾛市 網⾛北店 〒093-0074 北海道網⾛市北4条⻄4丁⽬1-5
留萌市 留萌店 〒077-0028 北海道留萌市花園町4丁⽬6番21号
苫⼩牧市 苫⼩牧拓勇⻄店 〒059-1302 北海道苫⼩牧市拓勇⻄町3丁⽬2番1号
苫⼩牧市 沼ノ端北店 〒059-1304 北海道苫⼩牧市北栄町1丁⽬23番15号
稚内市 南稚内店 〒097-0005 北海道稚内市⼤⿊2丁⽬3番地
稚内市 稚内新光店 〒097-0014 北海道稚内市新光町1483番地82
江別市 上江別店 〒067-0064 北海道江別市上江別443番地-1
江別市 江別住吉店 〒069-0816 北海道江別市野幌住吉町37-2
江別市 代々⽊店 〒069-0817 北海道江別市野幌代々⽊町77-1
名寄市 名寄徳⽥店 〒096-0071 北海道名寄市徳⽥88-6
千歳市 千歳新富店 〒066-0037 北海道千歳市新富1丁⽬5番10号
千歳市 千歳緑町店 〒066-0074 北海道千歳市緑町2丁⽬1番58号
滝川市 南滝の川店 〒073-0013 北海道滝川市南滝の川131-5
滝川市 滝川新町店 〒073-0033 北海道滝川市新町2丁⽬10番38号
富良野市 富良野弥⽣店 〒076-0018 北海道富良野市弥⽣町４番３６号
登別市 登別若草店 〒059-0035 北海道登別市若草町4丁⽬11-1
伊達市 伊達店 〒052-0021 北海道伊達市末永町7番1
北広島市 北広島店 〒061-1101 北海道北広島市美沢4丁⽬1番地1
北広島市 北広島中央店 〒061-1121 北海道北広島市中央５丁⽬６番地５
北⽃市 東久根別店 〒049-0121 北海道北⽃市久根別１丁⽬１番１０号
⻑沼町 ⻑沼中央店 〒069-1334 北海道⼣張郡⻑沼町錦町南1丁⽬6番21号
当⿇町 当⿇店 〒078-1332 北海道上川郡当⿇町宇園別2区
美瑛町 美瑛店 〒071-0215 北海道上川郡美瑛町扇町２３２番
斜⾥町 斜⾥店 〒099-4117 北海道斜⾥郡斜⾥町⻘葉町26
清⽔町 清⽔店 〒089-0138 北海道上川郡清⽔町南⼆条１１丁⽬７番１
広尾町 広尾店 〒089-2624 北海道広尾郡広尾町並⽊通東2丁⽬2-9
中標津町 中標津店 〒086-1015 北海道標津郡中標津町東15条南1丁⽬
中標津町 中標津東店 〒086-1018 北海道標津郡中標津町東18条南11丁⽬1-1


