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杏林堂薬局上岡田店は利便性の高さと安さで集客力を高めてい
る（上）、NSCタイプのバロー磐田店は昨年10月の改装で客
数を改善した（下）
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お客は一〇〇人ほど。子連れの女
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般的に高めだ。また、食品と雑貨、

「何でも揃う」と地元客から支持が厚い杏林堂薬局袋井下山梨店

