
販売先 総合メディカル・ファーマシー中部株式会社

エリア 店 舗 名 称 所 在 地 TEL 営業時間 定休日

ハロー薬局津北店 津市栗真中山町249-6 059-236-4489 月～金 9:00～20:00：土 9:00～13:00 日・祝

エンジェルハロー薬局 津市一身田上津部田1504-299 059-231-9900 月～土 9:00～19:00：日 9:00～13:00 祝

ハロー薬局久居駅メディカルフロア店 津市久居新町3006番地 ポルタひさい2階 059-254-3701 月～水・金 9:00～19:00：木 9:00～18:00：土 9:00～17:00 日・祝

ハロー薬局一志店 津市一志町小山字鳥居ノ本529番の6 059-295-1031 火・土 9:00～17:30：水～金 9:00～18:30 月・日・祝

ハロー薬局桑名店 桑名市大字大福字雀塚４７２－１ 0594-27-1411 月～水・金 9:00～18:30：木 9:00～13:00：土 9:00～17:30 日・祝

ハロー薬局鈴鹿店（９月開局） 鈴鹿市平田1-1526-1 059-375-1061 月～金 9:00～19:00：土 9:00～12:30 日・祝

ハロー薬局さぎ山店 岐阜市鷺山北町8番31号 058-231-5999 月～水・金 9:00～19:00：木・土 9:00～13:00 日・祝

ハロー薬局福光店 岐阜市福光西3-9-12 058-233-6111 月～水・金 9:00～19:30：土 9:00～13:30 木・日・祝

ハロー薬局則武店 岐阜市則武中3-18-11 058-294-7118 月～金 8:30～19:00：土 8:30～18:00 日・祝

ハロー薬局いなば店 各務原市小佐野町6-84-3 058-380-7611 月～水・金 8:45～19:30：木・土 8:45～12:30 日・祝

くりの木薬局 中津川市苗木字那木3720-1コーポガーデン１階 0573-62-3607 月～金 9:00～18:30：土(第1・3・4) 9:00～13:00 日・祝

ハロー薬局白川店 加茂郡白川町坂ノ東字御堂前５７７９番１ 0574-79-1031 月～土 9:00～18:30 日・祝

ハロー薬局海津店 海津市海津町馬目61番1 0584-52-1091 月～金 9:00～19:30：土 9:00～12:30 日・祝

ハロー薬局カラフルタウン岐阜店 岐阜市柳津町丸野3-3-6 カラフルタウン岐阜1階 058-388-7631 火～木・土・日 9:30～19:30 月・金

ハロー薬局福岡中店 中津川市福岡943-36 エスポワール101号 0573-72-5947 月～水・金・土 9:00～19:00 木・日・祝

ハロー薬局田瀬店 中津川市田瀬972-1 0573-72-5333 月～水・金 8:30～19:00：木・土 8:30～12:30 日・祝

ハロー薬局付知店 中津川市付知町5806-4 0573-83-3051 月～金 8:45～19:00：土 8:45～12:00 日・祝

ハロー薬局加子母店 中津川市加子母5061-10 0573-79-3505 月～水・金 8:45～19:00：木・土 8:45～12:00 日・祝

岐阜県
(12店舗)

三重県
(6店舗)

名古屋市中村区那古野一丁目47番1号 名古屋国際センタービル16階 TEL 052-563-7221(代)

マチューラ販売先（総合メディカル・ファーマシー中部株式会社グループ店舗関係）一覧表



エリア 店 舗 名 称 所 在 地 TEL 営業時間 定休日

ハロー薬局扶桑店 丹羽郡扶桑町柏森字西屋敷172番地 0587-93-9227 月・火・木・金 9:30～18:30：土 9:30～13:00 水・日・祝

ハロー薬局大治店 海部郡大治町三本木屋形186 052-442-5222 月～水・金 9:00～19:00：木・土 9:00～13:00 日・祝

ハロー薬局如意店 名古屋市北区如意2-96 052-909-2610 月～水・金 9:00～19:30：木・土 9:00 ～ 13:00 日・祝

ハロー薬局木曽川店 一宮市木曽川町里小牧字清水50 0586-84-3211 月・火・木・金 10:00～19:00：水 10:00～13:30：土 10:00～16:00 日・祝

ハロー薬局せと店 瀬戸市水南町156-4 0561-86-0861 月・火・水・金 9:00～19:00：木 9:00～17:30：土 9:00～13:00 日・祝

ハロー薬局安城店 安城市三河安城南町2-5-9 0566-72-8600 月・火・水・金 8:45～19:00：土 8:45～16:30 木・日・祝

ハロー薬局春日井西店 春日井市西高山町1-7-16 0568-35-4411 月・木 9:00～20:30：火・金 9:00～19:30：水・土 9:00～12:30 日・祝

ハロー薬局みわ店 あま市森山弁才天72-3 052-449-4949 月～水・金 9:00～19:00：土 9:00～13:00 木・日・祝

ハロー薬局尾西店 一宮市開明字郷東39-2 0586-47-7773 月～水・金 9:30～19:00：木・土 9:30～13:00 日・祝

ハロー薬局北里店 小牧市小木西3-105 0568-74-7773 月・火・木・金 9:00～20:00：水 9:00～13:00：土 8:40～13:00 日・祝

ハロー薬局春日井北店 春日井市南下原町字二又木1-3 0568-86-3330 月～水・金 9:00～19:00：木 9:00～17:30：土 9:00～13:00 日・祝

ハロー薬局中小田井店 名古屋市西区中小田井3-167-3 052-505-4200 月・火・木・金 9:00～19:30：土 9:00～13:30 水・日・祝

ハロー薬局うえだ店 名古屋市天白区元植田2-2408-2 052-800-4800 月～水・金 9:00～19:30：土 9:00～16:30 木・日・祝

ハロー薬局へきなん店 碧南市二本木町2-51-3 0566-43-1186 月～水・金 8:45～19:00：土 8:45～13:00 木・日・祝

ハロー薬局稲沢店 稲沢市大塚北6-51-3 0587-22-2701 月・火・木・金 9:00～19:30：水・土 9:00～12:30 日・祝

ハロー薬局豊田店 豊田市日南町5-47-7 0565-35-2071 月・火・木・金 9:00～19:30：水・土 9:00～12:30 日・祝

ハロー薬局蒲郡店 蒲郡市竹谷町錦田17-10 0533-66-1521 月～水・金 9:00～19:00：土 9:00～16:30 木・日・祝

ハロー薬局春日井東野店 春日井市東野町3丁目15番1 0568-56-9381 月～水・金 9:00～19:30：木 9:00～17:30：土 9:00～13:00 日・祝

ハロー薬局犬山店 犬山市大字犬山字高見町4番5 0568-63-5171 月～金 9:00～18:30：土 9:00～12:30 日・祝

えくぼ薬局 名古屋市天白区八幡山326番地1 八幡山マンション1階 052-837-1021 月・火・木・金 8:30～20:30：水・土 8:30～12:00 日・祝

高見日進堂薬局 瀬戸市西追分町161-1 0561-85-7161 月～金 9:00～19:00 土・日・祝

げんき堂薬局香流店 名古屋市名東区香流3-1015 052-760-9001 月～金 9:00～19:30：土 9:00～12:30 日・祝

第一中央薬局 名古屋市北区楠味鋺５－１８０１ 052-903-1647 月・火・木・金 9:00～18:30：土 9:00～12:30 水・日・祝

中央調剤薬局 豊橋市大橋通２－１１２ 0532-53-5450 月・火・木・金 9:00～19:00：土 9:00～13:00 日・祝

ハロー薬局熱田店 名古屋市熱田区三本松町23神宮東パークハイツ9-204号室 052-884-8601 月～水・金 9:00～19:30：土 9:00～13:30 木・日・祝

ハロー薬局西尾店 西尾市伊藤3丁目3-1 0563-53-6091 月～水・金 9:00～19:30：木・土 9:00～12:30 日・祝

愛知県
(38店舗)



エリア 店 舗 名 称 所 在 地 TEL 営業時間 定休日

ハロー薬局豊田竜神店 豊田市竜神町竜神23-2 0565-25-2921 月～水・金 9:00～19:00：土 9:00～12:30 木・日・祝

ハロー薬局岡崎店 岡崎市宮地町柳畑50番3 0564-57-1031 月・火・木・金 9:00～19:00：水・土 9:00～12:30 日・祝

ハロー薬局愛知淑徳大学前店 長久手市片平2丁目1406番地 0561-64-2291 月～金 9:30～18:30 土・日・祝

ハロー薬局元植田店 名古屋市天白区元植田2-304-4 052-800-2801 月～水・金 9:00～19:30：木・土 9:00～12:30 日・祝

ハロー薬局中村日赤病院前店 名古屋市中村区名楽町5-15 森田ビル1階 052-486-6521 月～金 8:50～18:00 土・日・祝

ハロー薬局長久手店 長久手町岩作中島43-1 0561-61-0787 月～水・金 8:00～19:30：木・土 8:00～12:30 日・祝

ハロー薬局原店 名古屋市天白区原5-209 052-800-3061 月～水・金 9:00～19:30：木・土 9:00～12:30 日・祝

ナツメ薬局桜山店 名古屋市昭和区桜山町4-71 052-859-3300 月～金 9:00～19:00：土 9:00～13:00 日・祝

ナツメ薬局陶生店 名古屋市昭和区陶生町1-7-6 052-842-8193 月～金 9:00～19:00：土 9:00～13:00 日・祝

ナツメ薬局堀田店 名古屋市瑞穂区苗代町21-15 052-819-6551 月・火・木・金 9:00～18:30：水・土 9:00～13:00 水・日・祝

ハロー薬局豊明店 豊明市前後町大狭間1448-14 0562-91-6501 月・火・木～土 9:00～19:30 水・日・祝

ハロー薬局知多店（９月開局） 知多市新知台2-9-29 0562-54-2531 月～水・金 9:00～19:00：木・土 9:00～12:30 日・祝

愛知県


