○平成２９年度 元気とやま健康ステーションにおける「肺年齢測定」実施スケジュール
（富山市）
日程

薬局名
あおぞら薬局
あおば薬局くれは店
ウエルシア調剤薬局大沢野店

かみいいの薬局
グリーン今泉薬局
さくら薬局うしじま店
11月6日（月）～11月10日（金）
チューリップ大泉本町薬局
チューリップ古沢薬局
とやま調剤薬局大町店
ハート薬局呉羽店
フジムラ薬局キャロット１店
富山中央薬局
あおば薬局中川原店
ウエルシア薬局富山赤田店
うさか野薬局
クオール薬局下飯野店
11月13日(月)～11月17日(金)
チューリップ大山薬局
チューリップ町村薬局
フジムラ薬局
清宗薬局
はなの木薬局アピタ店
あざみ薬局
ウエルシア薬局富山大泉店
経堂薬局
グリーン辰巳町薬局
総曲輪薬局
11月20日（月）～11月24日(金)
チューリップ楠木薬局
チューリップ水橋薬局
ハート薬局下奥井店
星井町薬局
西田地方薬局
蔵薬局
あねくら薬局
ウエルシア薬局富山天正寺店

グリーン本郷薬局
さくら薬局大学前店
そうごう薬局双代店
チューリップ呉羽高校前薬局
11月27日（月）～12月1日(金)
チューリップ元町薬局
富南薬局
布瀬薬局
フロンティア薬局富大前店
ホシ薬局
五福薬局
いわせ薬局
ウエルシア薬局富山八尾店
鵜坂わだ薬局
たけ調剤薬局
チューリップ呉羽薬局
チューリップ牛島薬局
12月4日（月）～12月8日(金)
ノガミ薬局
ハート薬局天正寺店
フロンティア薬局富山中央店
本郷はなの木薬局
栄町漢方薬局
三ツ葉調剤薬局

住所
富山市今泉147
富山市呉羽町字海老山7187-27
富山市上大久保牛ケ花割1586-3
富山市上飯野1-1
富山市今泉302-1
富山市牛島本町2-2-9
富山市大泉本町2-3-15
富山市古沢547
富山市大町1-6
富山市吉作371
富山市下大久保2513-1 キャロット1内
富山市西長江1-6-35
富山市中川原字土場割43-1
富山市赤田790-1
富山市婦中町宮ケ島508-2
富山市下飯野字善門12-1
富山市花崎86-2
富山市町村2-33
富山市上大久保1893-1
富山市中央通り3-1-23
富山市上袋100 アピタ１階
富山市千石町6-3-6
富山市大泉町2-2-1
富山市経堂4-7-2
富山市辰巳町2-5-6
富山市総曲輪4-8-1-102
富山市楠木43-3
富山市水橋辻ケ堂1275-169
富山市下奥井1-22-10
富山市星井町2-7-3
富山市太郎丸西町1-9-17
富山市上千俵町562-2
富山市呉羽町6203-8
富山市天正寺1105
富山市本郷新13-5
富山市古沢746-2
富山市西長江1-3-51
富山市呉羽町寺田2070-6
富山市元町1-2-12
富山市悪王寺43-2
富山市布瀬本町1-5 PLAZA布瀬1F
富山市杉谷3147-1
富山市婦中町笹倉22-1
富山市高田119-1
富山市東岩瀬町333
富山市八尾町井田5549
富山市婦中町分田76-1
富山市有沢196-6
富山市呉羽町7331-13
富山市牛島本町2-2-9
富山市婦中町田島1040-1
富山市天正寺202-1
富山市西長江1-6-37
富山市本郷町3-198-3
富山市栄町2-3-1
富山市内幸町2-10

○平成２９年度 元気とやま健康ステーションにおける「肺年齢測定」実施スケジュール
（富山市）
日程

薬局名
ウエルシア薬局富山奥田店
上飯野はなの木薬局
上堀薬局
さくら薬局
たけ調剤薬局とやま駅前店
12月11日(月)～12月15日(金) チューリップ城川原北薬局
チューリップ山室薬局
ばなな薬局婦中店
ミナミ薬局
百味堂もえぎ調剤薬局
薬局あこーれ

住所
富山市奥田町35-1
富山市小西116-4
富山市堀6-12
富山市住吉町1-5-23
富山市新富町1-1-4 α-1ビル1Ｆ
富山市城川原2-20-1
富山市山室43－9
富山市婦中町上轡田638-2
富山市月岡町6-718-1
富山市大町2-1-4
富山市荒川2-3-1
ウエルシア薬局富山上飯野店 富山市上飯野字道下2-7
オリーブ薬局
富山市石坂2553-10
さくら薬局富山北の森店 富山市森3-3-18
たんぽぽ薬局不二越店 富山市東石金町11-62
チューリップ砂子田薬局 富山市婦中町砂子田81-265
チューリップ大沢野薬局 富山市上二杉610
12月18日(月)～12月22日(金)
つきおかつばさ薬局
富山市月岡町4-701-2
西尾薬局上飯野店
富山市上飯野29-3
はやほし調剤薬局
富山市婦中町速星807-1
薬局あるこ
富山市本郷町233-2
吉野薬局
富山市長江新町2-5-28
柴田薬局
富山市上滝404
ウエルシア薬局富山呉羽店 富山市茶屋町614-12
さくら薬局ながえ店
富山市西長江3-1-7
富山市今泉北部町1-5 富山市今泉ふれあいハウス１Ｆ
サンウッド薬局今泉
シマサキ薬局
富山市元町1-6-4
下新薬局
富山市下新本町3-8
V・drug 富山太郎丸薬局 富山市太郎丸本町4-2-5
チューリップ長江中央薬局 富山市西長江3-1-7
1月9日(火)～1月12日(金)
チューリップ富山南薬局 富山市上袋353 上武ビル１Ｆ
ひこ薬局
富山市赤田776-5
ふれあい薬局千石町店 富山市千石町2-8-1
南ケ丘グリーン薬局
富山市月岡町6-48-2
ラベンダー薬局ファボーレ店 富山市婦中町下轡田165-1
西尾薬局下堀店
富山市下堀9-1
富山総合薬局上赤江店 富山市上赤江2-1185-6
ウエルシア薬局富山五福店 富山市五福5385-3
サンウッド薬局古沢
富山市杉谷106
V・drug 富山婦中薬局
富山市婦中町西ケ丘1925
チューリップ西中野薬局 富山市西中野本町5-15 フェイスビル1F
チューリップ富山駅前薬局 富山市桜町2-1-5 ブレイン桜ビル１階
富山総合薬局本店
富山市今泉北部町1-1 ＯＡＬﾋﾞﾙ
1月15日(月)～1月19日(金)
西尾薬局富崎店
富山市婦中町富崎1017-3
ひばり薬局
富山市稲荷元町2-2-9 ペルレ平安1F
フタバファーマシー
富山市奥田双葉町11-16
ふれあい水橋薬局
富山市水橋舘町59-8
ヤマト薬局
富山市婦中町速星261-1
瑠璃光薬局向新庄店
富山市向新庄町2-3-13
城石薬局
富山市新富町2-5-7
サンウッド薬局桃井
富山市桃井町2-3-8
すぎたに調剤薬局
富山市古沢631
すみれ薬局緑町店
富山市緑町1-1-8
フジイ薬局
富山市上飯野新町3-391
1月22日(月)～1月26日(金)
藤の木薬局
富山市藤木1829-1
ふれあい豊田薬局
富山市豊田町1-1-7
和合薬局
富山市布目1981-3
西尾薬局婦中店
富山市婦中町板倉462-3
1月29日(月)～2月2日(金)
たちいで薬局
富山市西長江1-1-14

○平成２９年度 元気とやま健康ステーションにおける「肺年齢測定」実施スケジュール
（高岡市）
日程
11月6日（月）～11月10日（金）

11月13日(月)～11月17日(金)

11月20日（月）～11月24日(金)

11月27日（月）～12月1日(金)

12月4日（月）～12月8日(金)

12月11日(月)～12月15日(金)

12月18日(月)～12月22日(金)

1月9日(火)～1月12日(金)
1月15日(月)～1月19日(金)
1月22日(月)～1月26日(金)

薬局名
あい丸の内薬局
あおぞら薬局駅南
あすか薬局波岡店
タケザワ薬局
ハートフル戸出薬局
あおば薬局高岡店
ウエルシア薬局高岡京田店
さくら薬局永楽店
チューリップ泉ヶ丘薬局
ハート薬局五福町店
ハシバ薬局
ひかり薬局大手町店
ウエルシア薬局高岡佐野店
扇町薬局
たんぽぽ薬局高岡店
チューリップいわせの薬局
ひかり薬局戸出店
ファーマシータキダ佐野薬局
ウエルシア薬局高岡戸出店
成美薬局
チューリップ宝町薬局
ハート薬局高岡店
ゆうあい薬局
京田薬局駅前店
ウエルシア薬局高岡姫野店
さくら薬局高岡中央店
サンエール薬局
チューリップ中曽根薬局
ひかり薬局四屋店
瑠璃光薬局高岡店
高岡駅南薬局
たかおか南星薬局
V・drug 高岡木津薬局
チューリップ南星薬局
中田グリーン薬局
フロンティア薬局高岡店
高岡薬局
たなか薬局
V・drug 高岡羽広薬局
チューリップ東上関薬局
チューリップ二塚薬局
どんぐり薬局
さくら薬局宝町店
たんぽぽ薬局伏木店
チューリップ旭ヶ丘薬局
ノムラ薬局
V・drug中曽根薬局

住所
高岡市丸の内7-35丸の内ビル1階
高岡市駅南3-7-12
高岡市波岡282-7
高岡市戸出町4-3-28
高岡市戸出町3-24-51
高岡市博労本町8-49
高岡市京田624-2
高岡市永楽町4-12
高岡市佐野866-3
高岡市五福町9-7
高岡市戸出町5-5-10
高岡市大手町10-44
高岡市佐野1189-1
高岡市扇町1-3-14
高岡市宝町143-1
高岡市野村1364-1
高岡市戸出伊勢領2466-3
高岡市佐野本町1491-2
高岡市戸出町4-11-5
高岡市五福町2-22 朝倉ビル1Ｆ
高岡市宝町7-8
高岡市佐野1083-3
高岡市蓮花寺561-2
高岡市伏木古国府4-2
高岡市姫野377-1
高岡市東下関1-27 サクラハイツ1F
高岡市福岡町下蓑新338-2
高岡市中曽根120-1
高岡市上四屋3-11
高岡市大坪町1-5-22
高岡市駅南3-4-14
高岡市木津1452-21
高岡市木津458-14
高岡市木津545-1
高岡市下麻生499-3
高岡市二塚412-5
高岡市末広町7-2
高岡市永楽町4-14
高岡市羽広2-1-6
高岡市東上関305-2
高岡市二塚411-4
高岡市赤祖父593-2
高岡市宝町7-13
高岡市伏木古府元町478-2
高岡市江尻村前46-22
高岡市野村376-1
高岡市中曽根2814

○平成２９年度 元気とやま健康ステーションにおける「肺年齢測定」実施スケジュール
（魚津市）
日程
11月6日（月）～11月10日（金）

11月13日(月)～11月17日(金)
11月20日（月）～11月24日(金)

11月27日（月）～12月1日(金)
12月4日（月）～12月8日(金)
12月11日(月)～12月15日(金)
12月18日(月)～12月22日(金)

薬局名
あすか調剤薬局
たんぽぽ薬局魚津店
かもめ薬局
うおづ駅前薬局
シメノドラッグ魚津薬局
すみれ薬局魚津店
みらい本江薬局
りんご薬局吉島店
チューリップ吉島薬局
チューリップらいと薬局

住所
魚津市火の宮町2-19
魚津市相木字朝折1-3
魚津市吉島750-3
魚津市釈迦堂1-1102-2
魚津市北鬼江1-5-10
魚津市吉島字中川原8‐3
魚津市本江1623-2
魚津市吉島1-501
魚津市吉島1-7-22
魚津市大光寺275-13

（氷見市）
日程
薬局名
住所
12月4日（月）～12月8日(金) 薬局マツモトキヨシ氷見くらかわ店 氷見市鞍川1096
12月11日(月)～12月15日(金)
たんぽぽ薬局氷見店
氷見市鞍川1117-2
ウエルシア薬局氷見諏訪野店 氷見市諏訪野9-15
12月18日(月)～12月22日(金)
鈴木薬局
氷見市堀田465-1
氷見調剤薬局
氷見市鞍川1120-1
1月9日(火)～1月12日(金)
ハッピー長沢薬局
氷見市幸町9-78 ハッピータウン内
1月22日(月)～1月26日(金)
チューリップ本町薬局
氷見市本町7-22
（滑川市）
日程
12月4日（月）～12月8日(金)
12月11日(月)～12月15日(金)
1月9日(火)～1月12日(金)

薬局名
中滑川薬局
ハート薬局滑川店
チューリップ上小泉薬局
ウエルシア薬局滑川吾妻店
1月15日(月)～1月19日(金)
ハート薬局柳原店

住所
滑川市下小泉町1-8
滑川市中川原188-4
滑川市上小泉2046-6
滑川市吾妻町511
滑川市柳原26-6

（黒部市）
日程
11月6日（月）～11月10日（金）

11月13日(月)～11月17日(金)
11月20日（月）～11月24日(金)
11月27日（月）～12月1日(金)
12月4日（月）～12月8日(金)
12月11日(月)～12月15日(金)
12月18日(月)～12月22日(金)

1月9日(火)～1月12日(金)
1月15日(月)～1月19日(金)
1月22日(月)～1月26日(金)

薬局名
あんず薬局
うなづき薬局
シメノドラッグ黒部薬局
たんぽぽ薬局黒部店
えがお調剤薬局
キタ薬局
サエラ薬局黒部店
セブンス薬局黒部店
多喜屋薬局
ウエルシア薬局黒部荻生店
チューリップ生地薬局
クロベ調剤薬局
チューリップ黒部薬局
みどり薬局
チューリップ牧野薬局

住所
黒部市北新10-4
黒部市宇奈月町浦山804-1
黒部市牧野721
黒部市三日市字三島1107
黒部市堀高60-1
黒部市三日市821-8
黒部市三日市1074
黒部市生地神区298-3
黒部市宇奈月温泉372-1
黒部市荻生1660
黒部市生地中区104-1
黒部市北野48-3
黒部市三日市字三島1074-5
黒部市三日市2558-5
黒部市牧野781-3

○平成２９年度 元気とやま健康ステーションにおける「肺年齢測定」実施スケジュール
（砺波市）
日程
11月6日（月）～11月10日（金）
11月13日(月)～11月17日(金)
11月20日（月）～11月24日(金)

11月27日（月）～12月1日(金)

12月4日（月）～12月8日(金)
12月11日(月)～12月15日(金)
12月18日(月)～12月22日(金)
1月9日(火)～1月12日(金)

薬局名
あすか薬局砺波店
タケザワ薬局トナミ店
たちぱぱ薬局
たちぱぱ薬局エナックス
たんぽぽ薬局砺波店
チューリップ公園前薬局
ひかり薬局豊町店
チューリップ山王薬局
ウエルシア薬局砺波豊町店
チューリップ砺波薬局
チューリップ中神薬局
すぎのき薬局

住所
砺波市太郎丸1-8-7
砺波市新富町1-61
砺波市寿町2-39
砺波市山王町2-14
砺波市中央町10-7
砺波市となみ町13-18
砺波市豊町1-14-3
砺波市山王町4-5
砺波市豊町2-17-2
砺波市中央町10-8
砺波市永福町5-10
砺波市杉木3-205-2

（小矢部市）
日程

薬局名
住所
アイン薬局小矢部店
小矢部市野寺73-1
11月6日（月）～11月10日（金）
薬局マツモトキヨシ小矢部店 小矢部市綾子3979
1月9日(火)～1月12日(金)
チューリップ埴生薬局
小矢部市埴生356-5
（南砺市）
日程
11月13日(月)～11月17日(金)
11月20日（月）～11月24日(金)

11月27日（月）～12月1日(金)

12月4日（月）～12月8日(金)
12月11日(月)～12月15日(金)
12月18日(月)～12月22日(金)

1月15日(月)～1月19日(金)

薬局名
あすか薬局福野店
アイン薬局南砺中央店
あすか薬局福光店
アイン薬局南砺店
シメノドラッグ福光薬局
たんぱ薬局
たんぽぽ薬局南砺中央店
平野薬局
ファーマライズ薬局南砺店
福野グリーン薬局
チューリップ福光薬局

住所
南砺市寺家新屋敷473-2
南砺市梅野1596-1
南砺市福光1316-2
南砺市井波938-38
南砺市福光888-1
南砺市本町4-1
南砺市梅野2-4
南砺市福野1779-1
南砺市井波938-17
南砺市福野2311-5
南砺市福光203-1

（射水市）
日程

薬局名
あすか薬局中新湊店
石松薬局

住所
射水市中新湊7-18
射水市本町2-11-21
11月6日（月）～11月10日（金）
ウエルシア薬局射水本開発店 射水市本開発字代官免130-8
ひかり薬局海老江店
射水市海老江1241-2
あすか薬局海老江店
射水市海老江737
いみずの薬局
射水市南太閤山3-1-6
11月13日(月)～11月17日(金)
クオール薬局下若店
射水市下若字観音堂54-8
グリーン黒河薬局
射水市黒河字尺目2693-1
サエラ薬局新湊店
射水市鏡宮109
11月20日（月）～11月24日(金)
チューリップ桜町薬局
射水市桜町16-24
チューリップ新湊薬局
射水市鏡宮143-1
11月27日（月）～12月1日(金)
新湊中央薬局
射水市本町2-14-2
チューリップ立町薬局
射水市立町5-4
12月4日（月）～12月8日(金)
大門中央薬局
射水市中村118-1
12月11日(月)～12月15日(金)
とやま調剤薬局大門店 射水市大門151-2
ハート薬局東太閤山店 射水市東太閤山3-88
12月18日(月)～12月22日(金)
ふれあい新湊薬局
射水市本町1-13-4
永野薬局
射水市中新湊13-27
なでしこ薬局
射水市戸破3864-1
1月9日(火)～1月12日(金)
ハート薬局広田店
富山市鍋田17-8
1月15日(月)～1月19日(金)
やくとファーマシー大島 射水市赤井39
1月22日(月)～1月26日(金)
コスギ薬局
射水市黒河新4808-6

○平成２９年度 元気とやま健康ステーションにおける「肺年齢測定」実施スケジュール
（上市町）
日程
11月6日（月）～11月10日（金）
11月13日(月)～11月17日(金)
11月20日（月）～11月24日(金)
12月11日(月)～12月15日(金)

1月9日(火)～1月12日(金)

薬局名
いい薬局
ホリ薬局
さくら薬局上市店
チューリップ上市薬局
チューリップ法音寺薬局

住所
中新川郡上市町法音寺5
中新川郡上市町新町13-1
中新川郡上市町法音寺7-8
中新川郡上市町法音寺64-16
中新川郡上市町法音寺2-3

薬局名
めろん薬局
さくら薬局富山雄山店
チューリップ立山薬局
チューリップ米沢薬局

住所
中新川郡立山町192-1
中新川郡立山町大石原220-1
中新川郡立山町日俣323-1
中新川郡立山町米沢17-9

（立山町）
日程
11月20日（月）～11月24日(金)
12月11日(月)～12月15日(金)
12月18日(月)～12月22日(金)

1月15日(月)～1月19日(金)
（入善町）
日程
12月11日(月)～12月15日(金)

薬局名
あんず薬局入善店
にゅうぜん調剤薬局
1月9日(火)～1月12日(金)
はまにし薬局コスモ店
1月15日(月)～1月19日(金) ファミリー調剤薬局とっこ店
1月22日(月)～1月26日(金)
チューリップ入善薬局

住所
下新川郡入善町青島402-1
下新川郡入善町入膳3329-1
下新川郡入善町椚山1336 コスモ２１内
下新川郡入善町東狐1035
下新川郡入善町入膳7936-2

（朝日町）
日程
12月18日(月)～12月22日(金)
1月9日(火)～1月12日(金)

薬局名
さみさと薬局
たんぽぽ薬局泊店

住所
下新川郡朝日町泊415-2
下新川郡朝日町泊475-7

