
健康ライフサポート薬局
（市町村別、住所50音順）

平成29年4月1日現在

住所 薬局名 住所 薬局名

あ 青山2-24-3 薬局ポラリス に 西仙北1-30-51 ひばり薬局
青山3-6-2 スタイル薬局 ひ 東仙北1-3-48 エメラルド薬局仙北店
愛宕町2-38 あたご薬局 東緑が丘23-8 しんせい薬局

う 上田1-1-35 リープ薬局 ほ 本町通1-11-25 油町薬局
上田1-3-10 リード薬局 本町通1-6-31 下小路薬局
上田1-6-9 上田薬局 本町通3-19-31 アヤメ薬局
上田1-7-17 こずかた薬局 ま 松園2-37-8 マリーン薬局
上田1-18-50 あおば薬局上田店 み みたけ3-23-44 おやまだ薬局
上田3-6-38 東大薬局 緑が丘3-2-35 エメラルド薬局緑が丘店
上田字松屋敷23-3 こなん薬局 緑が丘4-1-50 調剤薬局アスティこうの
内丸17-24 会営内丸薬局 南仙北3-2-30 オーロラ薬局

お 大沢川原1-1-3 つくし薬局下の橋店 む 向中野2-54-12 むかいなかの調剤薬局
大館町26-2 さんぺい薬局 向中野3-10-10 リーフ薬局
大通1-11-5 菜園よつば薬局 も 本宮1-6-11 アポロ薬局
大通2-7-20 大通よつば薬局 本宮5-1-1 ひだまり薬局
大通3-9-3 銀河薬局開運橋店 本宮6-1-55 銀河薬局

か 加賀野3-12-21 かがの調剤薬局 本宮小板小瀬13-3 クローバー薬局
上堂1-18-26 なごみ薬局 盛岡駅前通14-21 ひまわり薬局

き 北松園2-13-1 サンタウン調剤薬局 や 山岸1-3-11 かるがも薬局山岸店
こ 紺屋町1-36 ユニオン薬局 山岸3-2-1 エメラルド薬局山岸店

紺屋町3-7 こんや町薬局
さ 菜園1-5-25 菜園薬局

材木町2-26 どんぐり薬局材木町 せ 千刈田79-2 銀河薬局雫石店
肴町409-8 中津川薬局 な 中町33-4 菊屋薬局
肴町4-30 ㈱さかな町薬局 は 八卦2-4 しずくいし薬局
肴町6-2 村源薬局 ま 万田渡74-19 しずくいし中央薬局

し 下ノ橋町6-8 せせらぎ薬局
下ノ橋町7-31 下ノ橋薬局
神明町10-26 エメラルド薬局 あ 穴口377-54 キリン薬局

せ 仙北3-13-22 せんぼく調剤薬局 お 大釜竹鼻163-14 すこやか薬局
前九年3-16-10 前九年薬局 た 高屋敷平11-40 ミモザ薬局

ち 中央通1-14-43 かるがも薬局 つ 土沢540-2 あおぞら薬局
中央通2-2-5 そうごう薬局盛岡中央通店
中央通3-14-4-101 たんぽぽ薬局桜城店
中央通3-16-15 そうごう薬局盛岡中央通西店 ひ 日詰字下丸森121-7 ファミリー薬局

つ 月が丘1-1-63 みつばち薬局
月が丘1-29-16 みずほ薬局月が丘
月が丘1-29-7 月が丘薬局 え 江刈内9-35 ヤナギサワ薬局
月が丘2-5-21 エイシン薬局 江刈内10-49-1 オーロラ薬局沼宮内店
繋字尾入野64-9 そうごう薬局盛岡つなぎ店

て 天神町11-4 ヨシダ調剤薬局
天神町8-24 天神町薬局 お 大更21-79-1 スマイル薬局

な 永井19-253-1 永井中央薬局 大更24-1-118 あさひ薬局西根中学校前店

永井22-3-128 すばる薬局永井店 大更25-118-1 あさひ薬局
永井23-7-46 ながい薬局 た 平舘11-11-21 白樺薬局
中太田泉田66-11 フロンティア薬局盛岡店
中野1-21-1 なかのユニオン薬局
中野1-9-27 あさがお薬局 み 南矢幅8-245 ライフ薬局
中ノ橋通1-7-15 中ノ橋薬局 南矢幅第9地割字田中195 こずかた薬局やはば店
中ノ橋通1丁目6-8　ななっく地下1階ななっく調剤薬局 ま 又兵ｴ新田8-117 こぐま薬局矢巾店
中ノ橋通2-2-13 まごころ薬局 り 流通センタ―南3-1-7 すばる薬局流通センター店
名須川町27-42 ポプラ薬局

に 西青山2-18-57 すみれ薬局

盛岡市 盛岡市

雫石町

滝沢市

紫波町

岩手町

八幡平市

矢巾町
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住所 薬局名 住所 薬局名

い 石鳥谷町好地7-124-18 ひまわり薬局 さ 沢内大野13-3-22 西和賀すみれ薬局
石鳥谷町新堀8-34-4 フロンティア薬局石鳥谷店 ゆ 湯本29-70-22 太陽薬局
石鳥谷町八幡5-47-2 (有)あさひ薬局センター店 湯本30-81-1 かじか薬局

え 円万寺字下中野45-11 ゆぐち薬局
お 大通り1-10-28 ㈱広田薬品花巻駅前薬局

大通り1-15-19 サカモト薬局大通り店 い 胆沢区若柳字甘草324 ふれあい薬局
大迫町大迫13-8-11 おおはさま薬局 え 江刺区川原町3-14 川原町薬局
御田屋町1-43 おたや町薬局 江刺区豊田町2-1-46 江刺調剤薬局

か 花城町3-8 城内薬局 ま 前沢区古城字比良59-8 フロンティア薬局前沢店
花城町12-14 あい薬局花城店 前沢区七日町裏2 仁衛堂薬局
上町2-15 八木薬局 前沢区二十人町53-1 つくし薬局前沢店
上町6-5 小田島薬局 前沢区向田1-20-2 ミズサワ薬局前沢店

す 諏訪町2-1-15 かなん薬局 み 水沢区大畑小路109-1 あおば薬局
た 高木15-18-13 たかき薬局 水沢区上姉体6-6-1 すみれ薬局マイアネ店

高木18-69-1 こしおう薬局 水沢区川口町29-1 あかり薬局川口町店
な 中北万丁目834-1 花調きたまん薬局 水沢区搦手丁20－15 りんどう薬局
に 西大通り2-3-1 二十六薬局 水沢区川原小路12 水沢調剤薬局

西大通り2-11-3 タカハシひかる薬局 水沢区川原小路17 水沢センター薬局
西大通り2-22-17 パール薬局 水沢区吉小路3-3 うさぎ調剤薬局
二枚橋6-498-1 たんぽぽ薬局 水沢区吉小路31-1 吉小路調剤薬局

ふ 不動町1-2-5 サカモト薬局健康館 水沢区佐倉河字慶徳26-2 及川薬局けいとく店
ゆ 湯本4-30-16 ゆもと薬局 水沢区桜屋敷249-3 調剤薬局桜屋敷ファーマシー

よ 四日町3-5-10 花北薬局 水沢区多賀47 みどり薬局不断町店
わ 若葉町3-1-8 花調みどり薬局 水沢区高屋敷53-8 みどり薬局日高店

水沢区寺小路26-1 みどり薬局寺小路店
水沢区中城6-3 西大通薬局

し 新穀町5-18 つくし薬局新穀店 水沢区中町55 いちご薬局
水沢区西町5-22 みどり薬局西町店
水沢区東大通り1-5-31 エルム調剤薬局水沢店

あ 青柳町1-5-10 いずみ薬局 水沢区東中通り2-1-27 たんぽぽ薬局
う 上野町4-3-22 まごころ薬局 水沢区福吉町2-30 すみれ薬局
お 大堤北1-6-30 つくし薬局大堤店 水沢区南町4番21号 むつみ薬局

大通り2-396 コノハ薬局 水沢区横町230 及川薬局
か 上江釣子15-135-3 つくし薬局江釣子店

上江釣子16-151-1 くるみ薬局
上江釣子17-218-2 あんず薬局 い 石畑6-31 いしばたけ薬局

き 北鬼柳22-36-11 すずらん薬局 お 大手町7-2 大手町薬局
さ さくら通り1-5-7 すくらむ薬局北上店 か 上大槻街4-46 そよ風薬局一関店

さくら通り2-2-28 きたかみ中央薬局 こ 狐禅寺大平125-13 やまぶき薬局
す 諏訪町2-5-42 ファースト調剤薬局 さ 三関字仲田29-3 三関薬局
た 立花10-48-7 さわやか薬局 し 上坊6-36 かたくり薬局
ほ 本通り1-5-4 かえで薬局 新大町44 アロエ薬局

柳原町4-15-29 おおぞら薬局 せ 関が丘94-2 菅原薬局
ま 町分18-88-1 銀河薬局北上店 千厩町千厩字町37 白石薬店
む 村崎野15-149-1 みつばち薬局 た 田村町6-10 加賀調剤薬局

村崎野16-90-1 オレンジ薬局 田村町29 サン調剤薬局
村崎野17-167-1 サンケア薬局県立中部病院前店 と 銅谷町9-24 銅谷調剤薬局
村崎野17-171 フロンティア薬局北上店 に 西沢37-3 かりん薬局

や 柳原町4-15-8 まちぶん調剤薬局 は 花泉町涌津字上原29-2 あさひ調剤薬局
よ 芳町7-20 ひまわり薬局 ま 舞川字中里66-14 あじさい薬局
わ 若宮町2-2-39 さくら調剤薬局 や 山目字泥田19-4 こぶし薬局

山目字中野59-1 れもん薬局
山目字中野63-1 かめちゃん調剤薬局一関店

北上市

奥州市

一関市

花巻市

遠野市

西和賀町
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住所 薬局名 住所 薬局名

や 山目町1-6-25 中里薬局 あ 旭町10-61-1 キング薬局
荒町2-10 菊屋薬局荒町店

し 十八日町1-21 ホソタ薬局
ひ 平泉字志羅山7-10 あすか薬局 た 田屋町1-38-10 及川薬局田屋町店

ち 中央4-8 中央薬局
ほ 本町2-38 菊屋薬局

い 猪川町字中井沢7-2 よこさわ薬局 も 門前37-56-1 ハーモニー薬局
猪川町字中井沢10-10 つくし薬局猪川店
猪川町字前田9-28 とうごう薬局大船渡店

お 大船渡町字明神前9-26 ひので薬局 の 野田26-18-10 伊東薬局
大船渡町字山馬越175-1 アイン薬局大船渡店
大船渡町字山馬越182-4 気仙中央薬局

さ 盛町字内ノ目4-1 川原薬局 た 種市23-113-20 リードファーマシー
盛町字舘下3-6 つくし薬局大船渡店

た 立根町字中野40-6 りあす薬局
ま 末崎町字平林75-1 つくし薬局細浦店 ふ 13地割字普代126-9 髙橋薬局

た 高田町字鳴石89-25 森の前薬局 い 石切所字川原28-10 つくし薬局二戸店
よ 米崎町字野沢17-1 そうごう薬局高田店 石切所字森合31 木いちご薬局

米崎町字野沢18-1 気仙中央薬局高田店 し 浄法寺町樋田162-1 アイン薬局浄法寺店
ふ 福岡字八幡下18-4 あかまつ薬局
ほ 堀野字大川原毛89-1 堀野調剤薬局

お 大渡町2-6-17 はまゆり調剤薬局 堀野字大川原毛95-1 カシオペア調剤薬局
か 甲子町10-159-2 中田薬局松倉店

甲子町10-159-84 きらら調剤薬局
甲子町10-159-84 まつくら調剤薬局 い 一戸字砂森54-1 アイン薬局一戸店
上中島町3-2-15 中田薬局上中島店 一戸字向町109 つくし薬局一戸店

こ 小佐野町4-2-45 中田薬局小佐野店 さ 西法寺字稲荷21-1 めぐみ薬局
な 中妻町1-20-23 中田薬局 な 中山字大塚118-2 かめちゃん調剤薬局

中妻町2-15-5 つくし薬局釜石中妻店
中妻町3-6-3 ハロー薬局

こ 小鎚第27-3-4 菊屋薬局

お 大通1-5-3 みなとや調剤薬局
大通4-5-1 あさひ調剤薬局

こ 小山田2-7-70 健康堂薬局小山田店
さ 栄町2-4 健康堂薬局駅前店
そ 磯鶏沖15-11 つくし薬局磯鶏店
た 舘合町1-5 つくし薬局舘合店
ほ 保久田3-9 あすなろ薬局
わ 和見町1-15 ポプラ薬局

さ 境田町3番境田仮設棟Ａ-3 山田中央薬局
ふ 船越6-32-76 船越菊屋薬局

あ 旭町9-127 サンケア薬局県立久慈病院前店

旭町10-32-7 みどり薬局

大槌町

宮古市

平泉町

一関市

陸前高田市

大船渡市

久慈市

一戸町

釜石市

山田町

二戸市

久慈市

洋野町

野田村

普代村
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