
ヘルシースポット薬局一覧

設置場所名 所在地 電話番号

あづま薬局 水戸市大工町3-11-30 029-221-6085

岩間東華堂薬局 水戸市泉町2-3-6 029-221-3857

カワチ薬局吉沢町店 水戸市吉沢町263 029-304-5051

久野薬局 水戸市上水戸3-3-30 029-221-7827

黒沢薬局 東茨城郡城里町石塚1504 029-288-2046

ケンコー薬局笠原店 水戸市笠原町950-37 029-244-1850

慈愛堂薬局 水戸市南町3-1-21 029-227-7007

滝川薬局 水戸市住吉町3-11 029-247-0020

タキタ薬局 水戸市中原町787 029-259-2300

鶴屋薬局 水戸市鯉淵町2965 029-259-5354

戸崎薬局 水戸市赤塚1-2005-49 029-252-1849

布施薬局 水戸市本町1-4-20 029-221-4264

フローラ薬局河和田店 水戸市河和田町5003-4 029-255-4193

みがわファミリー薬局 水戸市見川町2131-1165 029-244-1855

みすず薬局梅香店 水戸市梅香1-2-6 029-233-5738

みどり薬局 水戸市千波町301-7 029-241-6312

めうがや成井薬局 水戸市大工町2-1-22 029-221-2971

友愛薬局水戸店 水戸市城東1-3-11 029-224-5432

かさま薬局 笠間市笠間1196-3 0296-73-0040

佐野薬局 笠間市笠間1328-1 0296-72-0133

菅谷薬局 笠間市下郷5012-10 0299-45-0158

根本薬局 笠間市八雲1-2-4 0296-77-0040

アイン薬局友部店 笠間市鯉淵6526-236 0296-78-0401

フローラ薬局友部店 笠間市鯉淵6679-12 0296-70-5593

アイザワ薬局高場店 ひたちなか市東石川3161-10 029-272-2306

あんず薬局 ひたちなか市津田東2-7-15 029-354-0009

あんず薬局佐和店 ひたちなか市稲田221-6 029-202-0009

いずみ薬局 ひたちなか市道メキ1512 029-264-3074

ウチダ薬局 ひたちなか市馬渡2567-23 029-275-0658

おりーぶ薬局 ひたちなか市堀口616-1 029-276-0009

快誠堂薬局 ひたちなか市湊中央1-11-22 029-263-6263

かみしき台薬局 ひたちなか市赤坂12389-1 029-263-0814

さくら薬局ひたちなか店 ひたちなか市石川町28-10 029-354-0396

さわ薬局 ひたちなか市高場字神田後191-4 029-202-0870

さわや薬局 ひたちなか市津田西久保3244-2 029-270-2130

大成堂薬局中根店 ひたちなか市中根5138-3 029-273-8293

とうかい薬局 那珂郡東海村石神内宿1722-1 029-306-2718

とのやま薬局 ひたちなか市殿山町1-3-8 029-264-1101

ねもと薬局 那珂郡東海村舟石川587-2 029-287-0465

ねもと薬局病院前店 那珂郡東海村村松2083-6 029-287-7878

ひたちなか薬局 那珂郡東海村照沼30-4 029-282-1485

ひたちなか薬局勝田店 ひたちなか市石川町14-6 029-354-0678

みすず薬局幸町店 ひたちなか市幸町16-4 029-263-6350

みすず薬局田彦店 ひたちなか市東石川3444-4 029-275-5425

薬局エムテックなかみなと店 ひたちなか市相金町1-5 029-262-5762

こうのす薬局 那珂市鴻巣1415-1 029-353-1890

そよかぜ薬局 那珂市菅谷3307／芳野屋テナントＢ 029-295-5118

よしの薬局 那珂市西木倉166-1 029-295-6695

那珂保険薬局 那珂市菅谷605-28 029-295-0015



設置場所名 所在地 電話番号

ビッグママあこ薬局 久慈郡大子町池田2676-16 0295-72-5569

フジタ薬局 久慈郡大子町大子712 0295-72-0052

ふなばし薬局 那珂市額田南郷454 029-298-0640

大畠薬局 常陸太田市山下町1718 0294-72-0591

カナイ薬局 常陸太田市金井町3696 0294-72-1371

久米薬局 常陸太田市久米町173-1 0294-76-0761

サン薬局 常陸太田市木崎二町940 0294-73-0428

アイン薬局佐竹南台店 常陸太田市天神林町870-243 0294-80-2182

西野薬局 常陸太田市木崎一町1996-4 0294-72-0041

日座薬局 常陸太田市栄町2474 0294-72-0351

和田薬局 常陸太田市西二町2206 0294-72-0263

大曽根薬局 日立市鮎川町6-4-23 0294-33-0885

カワチ薬局鮎川店 日立市鮎川町4-7-21 0294-25-6005

齋藤薬局 日立市川尻町1-21-9 0294-43-5753

さくら薬局日立店 日立市城南町2-1-6 0294-22-2424

三和堂薬局大みか店 日立市大みか町4-4-7 0294-54-1006

十王薬局 日立市十王町友部東1-2-1 0294-39-2061

セキネ薬局 日立市千石町2-1-9 0294-33-0745

台原福地薬局 日立市台原町2-13-5 0294-36-1662

永井薬局 日立市東金沢町5-4-30 0294-37-5026

ハート薬局 日立市神峰町1-10-18 0294-23-3175

東金沢薬局 日立市東金沢町5-6-16 0294-28-4189

常陸薬局多賀店
日立市千石町2-7-7／ウィングビル内101
号

0294-35-5110

小豆畑薬局 高萩市大和町4-14 0293-22-3179

磯原薬局西店 北茨城市磯原町磯原2-81 0293-42-1158

大高薬局 高萩市大和町2-98 0293-22-3048

北茨城薬局 北茨城市大津町2697-1 0293-30-2055

キューブ薬局高萩店 高萩市大和町3-12 0293-20-5101

白木屋薬局 高萩市本町2-88-4 0293-22-5678

西野自然堂薬局 北茨城市磯原町木皿1108-1 0293-42-0239

西野自然堂薬局中郷店 北茨城市中郷町上桜井1549-1 0293-42-3091

松本薬研堂薬局 北茨城市磯原町磯原1-212 0293-43-0435

石津薬局汲上店 鉾田市汲上3119-1 0291-39-3678

さわやか薬局 鉾田市鉾田2475 0291-34-2088

土子薬局 鉾田市鉾田1531-2 0291-32-2506

なのはな薬局 鉾田市樅山576-143 0291-34-4123

フダ調剤薬局 鉾田市札616-2 0291-34-5113

松本薬局 行方市玉造甲346 0299-55-1083

クオール薬局鹿嶋店 鹿嶋市宮中7-3-5 0299-83-2271

島薬局 鹿嶋市宮中1-9-36 0299-82-0915

スガワ薬局 神栖市神栖1-17-25 0299-93-5282

中央薬局 神栖市土合本町1-9082-5 0479-40-5370

南山堂薬局波崎店 神栖市土合本町1-9082-5／C棟 0479-40-5600

ひがしやま薬局 鹿嶋市宮中1995-68 0299-83-1156

Ｙ・Ａ薬局 神栖市矢田部7801-30 0479-48-4029

香取薬局 北相馬郡利根町布川3081-11 0297-68-2730

共栄堂薬局 龍ケ崎市小通幸谷町444-2 0297-66-0578

そうごう薬局井野台店 取手市井野台5-2-29 0297-70-1861

つばさ薬局 守谷市松前台1-16-10 0297-20-6266

新村薬局 取手市戸頭4-3-5 0297-78-0700



設置場所名 所在地 電話番号

白山薬局 取手市白山6-24-7 0297-72-3106

ハロー薬局 取手市白山1-2-21-1階 0297-73-6271

マスダ調剤薬局守谷店 守谷市松前台1-7-1 0297-45-9755

守谷調剤薬局 守谷市松前台1-16-11 0297-45-6660

守谷ふれあい薬局 守谷市松前台1-15-12 0297-47-0007

カワチ薬局竜ケ崎店 龍ケ崎市中里1-1-7 0297-61-0870

鈴木白牡丹薬局 稲敷市江戸崎甲2684 029-892-2910

根本薬局南店 牛久市南4-38-13 029-871-1030

ひたち野薬局 牛久市東猯穴町1275-5 029-841-4847

ミシエル薬局 牛久市牛久町280／エスカードビル1F 029-871-1501

奥井薬局 土浦市中央1-8-16 029-824-3870

霞ケ浦薬剤センター薬局 稲敷郡阿見町中央3-20-2 029-888-2068

カワチ薬局土浦南店 土浦市中高津3-1-3 029-835-3575

スカイ薬局 土浦市中高津1-15-49 029-825-3011

高田薬局ヨークベニマル店 稲敷郡美浦村受領1552-1 029-840-4800

土浦調剤薬局 土浦市下高津1-21-50 029-826-0750

南山堂薬局乙戸南店 土浦市乙戸南3-110-5 029-842-2989

沼野薬局 土浦市藤沢964-8 029-833-4799

プルシェ奥井薬局 土浦市田中2-10 029-823-8299

ポプリ薬局医大前店 稲敷郡阿見町中央3-19-16 029-891-2810

南山堂薬局土浦北店 土浦市常名字赤池東山3968-8 029-835-0733

桃園薬局 土浦市下坂田2012-6 029-830-6131

浅野薬局 石岡市柿岡1900-9 0299-43-0020

かのこ薬局 石岡市鹿の子2-9-2 0299-35-4040

高千穂薬局 石岡市東石岡4-11-27 0299-26-1141

高千穂薬局国府店 石岡市国府1-6-23 0299-36-0800

玉里調剤薬局 小美玉市栗又四ケ1768-33 0299-58-6093

調剤薬局アネシス 小美玉市田木谷935-106 0299-37-0711

南山堂薬局旭台店 石岡市旭台1-6-23 0299-26-5980

南山堂薬局石岡店 石岡市東府中1-14 0299-23-2129

にこにこ薬局 水戸市小林町1186-113 029-259-0259

パワー調剤薬局石岡店 石岡市杉並2-2-18 0299-27-6767

マジマ薬局 石岡市東石岡4-6-40 0299-26-1527

みなみ薬局 石岡市南台3-34-8 0299-27-0571

ライズ調剤薬局石岡店 石岡市府中1-6-10 0299-35-2233

るふと薬局 石岡市府中2-3-2 0299-23-3111

渡辺薬局 石岡市府中3-1-10 0299-24-2551

アサヒ調剤薬局公園前店 つくば市東2-31-6 029-849-2345

学園薬局 つくば市高野1156-4 029-847-0650

カワチ薬局つくば大穂店 つくば市筑穂2-3-2 029-877-0747

自由ケ丘薬局 つくば市自由ケ丘165-13 029-876-4651

高崎薬局 つくば市高崎1371-6 029-871-8802

アイン薬局つくば栗原店 つくば市栗原3565-4 029-850-6355

ウエルシア薬局つくば春日店 つくば市春日3-11-7 029-854-0968

寺田薬局健康館 つくば市高見原4-5-2 029-873-4433

ハニュウ薬局上ノ室店 つくば市上ノ室867-1 029-863-5005

大木薬局 桜川市真壁町田143-4 0296-55-2109

大武薬局 筑西市稲荷町丙214 0296-22-3080

かなくぼ薬局 結城市鹿窪1305-97 0296-32-4017

絹の里薬局 結城市結城1356-6 0296-20-8306



設置場所名 所在地 電話番号

島谷薬局 筑西市関本上中214 0296-37-4261

すみれ薬局 結城市中央町2-9-15 0296-33-0313

せき調剤薬局 結城市結城10611-1 0296-34-7833

つかもと調剤薬局 筑西市海老ケ島734-2 0296-52-6234

つかもと調剤薬局明野南店 筑西市中上野712-4 0296-20-5103

つかもと調剤薬局協和店 筑西市小栗5624-7 0296-57-5551

中尾薬局 筑西市市野辺88 0296-22-2809

なかむら薬局 筑西市関本中94-1 0296-37-6617

ハニュウ薬局小田林店 結城市小田林2520-213 0296-33-8090

ハニュウ薬局北つくば店 筑西市海老ケ島931-3 0296-52-6371

ハニュウ薬局玉戸店 筑西市玉戸1080-4 0296-28-7018

ハニュウ薬局結城東店 結城市結城6202 0296-21-2277

ひまわり調剤薬局 結城市結城10742-15 0296-33-6905

宮田薬局 筑西市女方215-1 0296-28-2597

やまぐち薬局関城店 筑西市舟生1059 0296-37-8011

やまぐち薬局野殿店 筑西市野殿1457 0296-25-3182

あけぼの薬局湖畔店 下妻市下木戸534-4 0296-30-6565

神田山調剤薬局坂東 坂東市神田山657-2 0297-20-8600

倉持調剤薬局沓掛店 坂東市沓掛372-4 0297-44-0003

黒鳥薬局 常総市水海道淵頭町2931 0297-22-0208

スガヌマ薬局 坂東市岩井4443 0297-35-0003

たけの調剤薬局 結城郡八千代町高崎1076-2 0296-48-2984

たけの薬局下妻店 下妻市数須837 0296-30-5500

つかだ薬局 下妻市下妻丁146-5 0296-44-2324

外山長兵衛商店かしわや薬局 下妻市下妻丁101 0296-43-6680

マスダ調剤薬局 坂東市辺田1423-1 0297-35-9665

もとはし薬局 坂東市岩井4462 0297-35-0073

山中薬局 常総市新石下375-9 0297-42-4714

アヤベ薬局 古河市東本町4-7-37 0280-32-1439

あゆみ薬局 古河市上辺見341-3 0280-30-8611

イソハタ薬局本町店 古河市本町3-1-31 0280-30-7162

うさぎ薬局 古河市雷電町10-23 0280-31-6838

丘里薬局 古河市関戸1200-9 0280-98-2303

落合薬局 古河市釈迦1078-4 0280-92-4193

加藤薬局諸川店 古河市諸川1000 0280-76-3737

さくら薬局古河店 古河市東牛谷520-4 0280-98-5981

アイン薬局古河諸川店 古河市諸川827-4 0280-77-1818

もりと薬局 猿島郡境町若林409-100 0280-87-5051

ホワイト薬局 古河市西牛谷881-64 0280-98-6481

ホワイト薬局古河店 古河市鴻巣607-7 0280-48-4567


