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都道府県 薬局名 郵便番号 住所1 住所2（建物名） 電話番号 ＵＲＬ(※あれば記載をお願いします）
1 青森県 アイセイ薬局　八戸中央店 031-0031 八戸市大字番町35番地1号 0178-22-0321 https://store.aisei.co.jp/detail/0515
2 青森県 アイン薬局 東通村店 039-4222 青森県下北郡東通村大字砂子又字里1-206 0175-28-5270 https://www.ainj.co.jp/network/detail.html?pdid=866
3 青森県 浦町調剤薬局 030-0821 青森市勝田一丁目１５番６号 017-718-3061 https://www.nanohana-ph.jp/shop/touhoku/aomori/aomori/uramachichozai.php

4 青森県 共創未来 南郷薬局 031-0202 八戸市南郷大字島守字梨子ﾉ久保25-10 0178-60-8150 http://www.phmirai.co.jp/shops/detail.php?id=246
5 青森県 五戸調剤薬局 039-1545 三戸郡五戸町字正場沢3番地4 0178-62-7551 https://www.nanohana-ph.jp/shop/touhoku/aomori/sannohe/gonohecyozai.php

6 秋田県 ｸｵｰﾙ薬局田沢湖店 014-1201 仙北市田沢湖生保内字水尻51 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=596
7 秋田県 ｸｵｰﾙ薬局湯沢店 012-0041 湯沢市字中野180‐5 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=8
8 秋田県 そうごう薬局　花輪店 018-5201 秋田県鹿角市花輪字扇ノ間　６－８ 0186-31-0161 https://www.sogo-medical.co.jp/sogopharmacy/shop/view/3
9 秋田県 共創未来 能代薬局 016-0014 能代市落合字上悪土161 0185-52-8711 http://www.phmirai.co.jp/shops/detail.php?id=251

10 秋田県 佐野薬局大瀬店 016-0181 能代市大瀬儘下12-8 0185-89-6650 https://www.sano-ph.co.jp/
11 秋田県 佐野薬局通町本店 010-0912 秋田市保戸野通町3-31 018-823-9355 https://www.sano-ph.co.jp/
12 秋田県 山王佐野薬局 010-0953 秋田市山王中園町3-11 018-823-3371 https://www.sano-ph.co.jp/
13 岩手県 そうごう薬局　高田店 029-2205 岩手県陸前高田市高田町字太田６３番地（Ｔ５１２－３） 0192-53-2251 https://www.sogo-medical.co.jp/sogopharmacy/shop/view/4
14 岩手県 そうごう薬局　盛岡中央通店 020-0021 岩手県盛岡市中央通２－２－５ 甲南アセット盛岡ビル１階 019-613-6671 https://www.sogo-medical.co.jp/sogopharmacy/shop/view/481
15 岩手県 そうごう薬局　大原店 029-0711 岩手県一関市大東町大原字立町１１３ 0191-71-2511 https://www.sogo-medical.co.jp/sogopharmacy/shop/view/5
16 岩手県 銀河薬局 020-0866 盛岡市本宮6-1-55 019-635-8911 https://www.sano-ph.co.jp/
17 宮城県 あすと長町クローバ薬局 982-0007 仙台市太白区あすと長町3-3-26 022-304-1361
18 宮城県 ｸｵｰﾙ薬局たかさご駅前店 983-0005 仙台市宮城野区福室２-6-26 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=14
19 宮城県 ｸｵｰﾙ薬局岩沼東店 989-2427 岩沼市里の杜1-2-2 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=17
20 宮城県 しょうげん2丁目薬局 981-3132 宮城県仙台市泉区将監2丁目11-1-1 022-772-2677 https://www.pharmarise.com/company/store/store.php?store_id=801
21 宮城県 多賀城調剤薬局 985-0873 宮城県多賀城市中央３丁目１０番５号 oggeビル１階 022-385-6430
22 宮城県 ながまち薬局 982-0011 宮城県仙台市太白区長町5-9-13-1F 022-226-7063 https://www.pharmarise.com/company/store/store.php?store_id=808
23 宮城県 パルク調剤薬局 983-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野2-10-56 022-791-7270 https://www.pharmarise.com/company/store/store.php?store_id=232
24 宮城県 ﾌｧｰﾏﾗｲｽﾞ薬局　榴ヶ岡店 983-0861 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町東3番地の15 リジェール榴岡公園1階 022-292-4116 https://www.pharmarise.com/company/store/store.php?store_id=920
25 宮城県 古川調剤薬局 989-6221 宮城県大崎市古川大宮８丁目9-14 0229-24-9622
26 宮城県 古川調剤薬局駅東店 989-6161 宮城県大崎市古川駅南１丁目１０ 0229-21-0230
27 宮城県 古川調剤薬局小野田店 981-4327 宮城県加美郡加美町上野原４４-１ 0229-68-1520
28 宮城県 古川調剤薬局鹿島台店 989-4103 宮城県大崎市鹿島台平渡字大沢８番3 0229-25-5692
29 宮城県 古川調剤薬局宮崎店 981-4401 宮城県加美郡加美町宮崎字屋敷５番１６-１ 0229-68-2285
30 宮城県 共創未来 木町薬局 980-0801 仙台市青葉区木町通1-7-17　1階 022-722-0788 http://www.phmirai.co.jp/shops/detail.php?id=324
31 福島県 アイランド薬局　大町店 963-8001 福島県郡山市大町2丁目2-14 024-925-1189 https://www.islands.co.jp/
32 福島県 アイランド薬局　東作店 962-0822 福島県須賀川市東作146-18 0248-72-4189 https://www.islands.co.jp/
33 福島県 アイランド薬局　八山田店 963-8052 福島県郡山市八山田7丁目28 024-925-1089 https://www.islands.co.jp/
34 福島県 ｸｵｰﾙ薬局喜多方店 966-0902 喜多方市松山町村松字北原3643-5 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=30
35 福島県 ｸｵｰﾙ薬局とやの店 583-0027 福島市鳥谷野字宮畑65-2 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=472
36 福島県 ｸｵｰﾙ薬局郡山2号店 963-8052 郡山市八山田7-161　B1階 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=34
37 福島県 ｸｵｰﾙ薬局郡山3号店 963-8052 郡山市八山田7-161　1階 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=35
38 福島県 ｸｵｰﾙ薬局郡山堤店 501-6004 郡山市堤1-83 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=465
39 福島県 ｸｵｰﾙ薬局郡山店 963-8052 郡山市八山田7-107 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=33
40 福島県 ｸｵｰﾙ薬局南沢又店 960-8254 福島市南沢又字松北町2-14-5 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=470

41 福島県 ｸｵｰﾙ薬局福島店 960-2102 福島市荒井北3-2-36 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=27
42 福島県 ｸｵｰﾙ薬局野田町店 960-8055 福島市野田町1-13-54 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=469
43 福島県 ｸｵｰﾙ薬局矢吹本町店 969-0213 西白河郡矢吹町本町251 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=387
44 福島県 コスモ調剤薬局 須賀川駅前店 962-0851 須賀川市中宿444 0248-73-1300
45 福島県 さくら薬局みなみ壱番店 963-8071 郡山市富久山町久保田字伊賀河原4 024-925-4193 http://www.kraft-net.co.jp/search/3933/
46 福島県 そうごう薬局　鹿島店 979-2442 福島県南相馬市鹿島区横手字榎内１７ 0244-46-1421 https://www.sogo-medical.co.jp/sogopharmacy/shop/view/177
47 福島県 そうごう薬局　福島笹木野店 960-8057 福島県福島市笹木野字中西裏１８－４ 024-555-1071 https://www.sogo-medical.co.jp/sogopharmacy/shop/view/401
48 福島県 共創未来 相馬薬局 976-0011 相馬市中村字塚田52-1 プレシャス桜ヶ丘1階 0244-37-4010 http://www.phmirai.co.jp/shops/detail.php?id=115
49 福島県 ﾌｧｰﾏﾗｲｽﾞ薬局 卸町店 960-0102 福島県福島市鎌田字卸町12-1 024-552-6135 https://www.pharmarise.com/company/store/store.php?store_id=192
50 福島県 ﾌｧｰﾏﾗｲｽﾞ薬局 南福島店 960-1102 福島県福島市永井川字壇ノ腰6-1　 エトワール南福島103号 024-539-8989 https://www.pharmarise.com/company/store/store.php?store_id=147
51 福島県 ﾌｧｰﾏﾗｲｽﾞ薬局 八島店 960-8136 福島県福島市八島町2-8 024-536-2525 https://www.pharmarise.com/company/store/store.php?store_id=142
52 福島県 ﾌｧｰﾏﾗｲｽﾞ薬局 飯盛店 965-0016 福島県会津若松市中島町6-1 0242-39-3591 https://www.pharmarise.com/company/store/store.php?store_id=506
53 福島県 株式会社くすりのマルト調剤薬局谷川瀬店 ９７０－８０３６ いわき市平谷川瀬二丁目１１番地１０ ０２４６－２２－１１５０
54 山形県 ｸｵｰﾙ薬局上山店 999-3133 上山市八日町4-26 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=253
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