
健康ライフサポート薬局 （市町村毎、住所五十音順） 令和2年4月1日現在

住所 薬局名 TEL

あ 青山3-6-2 スタイル薬局 019-646-5757
愛宕町2-38 あたご薬局 019-621-8411

う 上田1-1-35 リープ薬局 019-601-3030
上田1-3-10 リード薬局 019-622-9700
上田1-6-9 上田薬局 019-625-5612
上田1-7-17 こずかた薬局 019-654-7722
上田3-6-38 東大薬局 019-622-3815
内丸17-24 会営内丸薬局 019-625-1927

お 大館町26-2 さんぺい薬局 019-641-0335
大通1-11-5 菜園よつば薬局 019-681-3222
大通2-7-20 大通よつば薬局 019-681-4091

か 加賀野3-12-21 共創未来 かがの薬局 019-604-2125
き 北松園2-13-1 サンタウン調剤薬局 019-662-0576
こ 紺屋町1-36 ユニオン薬局 019-625-3187

紺屋町3-7 こんや町薬局 019-653-1521
さ 菜園1-5-25 菜園薬局 019-625-7521

材木町2-26 どんぐり薬局 材木町 019-652-9177
肴町6-2 村源薬局 019-623-1211
肴町8-5 中津川薬局 019-604-2300
三本柳5-37-2 こすもす薬局 019-614-2050

し 下ノ橋町6-8 せせらぎ薬局 019-603-5505
下ノ橋町7-31 下ノ橋薬局 019-604-0234

せ 仙北2-1-20 あまいろ薬局 019-613-7005
前九年3-16-10 前九年薬局 019-648-8101

た 高松3-11-23 どんぐり薬局たかまつ 019-661-6995
ち 中央通2-2-5 そうごう薬局 盛岡中央通店 019-613-6671

中央通3-16-15 そうごう薬局 盛岡中央通西店 019-681-7101
中央通3-14-4-101 たんぽぽ薬局 桜城店 019-626-1121

つ 月が丘1-1-63 みつばち薬局 019-647-3888
月が丘1-29-7 月が丘薬局 019-648-3939
月が丘1-29-16 みずほ薬局 月が丘 019-601-8211
月が丘2-5-21 エイシン薬局 019-641-0454

て 天神町8-24 天神町薬局 019-681-2441
天神町11-4 ヨシダ調剤薬局 019-625-8148

な 永井19-253-1 永井中央薬局 019-605-7050
永井22-3-128 すばる薬局 永井店 019-614-0025
永井23-7-46 ながい薬局 019-637-8688
中ノ橋通1-7-15 中ノ橋薬局 019-624-2823
中ノ橋通2-2-13 まごころ薬局 019-606-1231
梨木町2-14 ぺんぎん薬局 019-652-3345
名須川町27-42 ポプラ薬局 019-652-3010

に 西青山2-18-57 すみれ薬局 019-645-2311
西松園3-22-2 すずらん薬局 019-663-7004

ひ 東緑が丘23-8 しんせい薬局 019-663-2366
ほ 本町通1-6-31 下小路薬局 019-604-9101

本町通3-19-31 アヤメ薬局 019-654-1401
ま 松園2-37-8 マリーン薬局 019-664-0566
み みたけ3-11-36 けい福薬局 019-613-2107

南仙北3-2-30 オーロラ薬局 019-635-1233
緑が丘4-1-50 調剤薬局アスティこうの 019-662-2877

む 向中野3-10-10 リーフ薬局 019-656-5877
も 本宮6-1-55 銀河薬局 019-635-8911
や 山岸1-3-11 かるがも薬局 山岸店 019-623-9696

せ 千刈田79-2 銀河薬局 雫石店 019-691-1560
は 八卦2-4 しずくいし薬局 019-692-1153

あ 穴口377-54 キリン薬局 019-647-8535
う 鵜飼笹森43-14 おはよー調剤 019-684-2084
お 大釜竹鼻163-14 すこやか薬局 019-699-1721
た 高屋敷平11-40 ミモザ薬局 019-613-2670

盛岡市

雫石町

滝沢市
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健康ライフサポート薬局 （市町村毎、住所五十音順） 令和2年4月1日現在

住所 薬局名 TEL

ひ 日詰字下丸森121-7 ファミリー薬局 019-671-1195

え 江刈内10-49-1 オーロラ薬局 沼宮内店 0195-61-3883

お 大更24-1-118 あさひ薬局 西根中学校前店 0195-70-2311
大更25-118-1 あさひ薬局 0195-75-2227

た 平舘11-11-21 白樺薬局 0195-74-3363

ま 又兵ｴ新田8-117 こぐま薬局 矢巾店 019-698-1515
み 南矢幅8-245 ライフ薬局 019-698-1220

南矢幅第9地割田中195 こずかた薬局 やはば店 019-698-3006
り 流通センタ―南3-1-7 すばる薬局 流通センター店 019-632-1500

い 石鳥谷町好地第16地割9-5 のぞみ薬局 0198-46-2070
石鳥谷町新堀8-34-4 フロンティア薬局 石鳥谷店 0198-46-1733

え 円万寺下中野45-11 ゆぐち薬局 0198-38-1300
お 太田51-220-1 銀河薬局 太田店 0198-39-1250

大通り1-15-19 サカモト薬局 大通り店 0198-24-9196
か 上町2-15 八木薬局 0198-24-6177

上町6-5 小田島薬局 0198-23-5161
さ 材木町6-6 材木町薬局 0198-22-1661
す 諏訪町2-1-15 かなん薬局 0198-21-5522
た 高木15-18-13 たかき薬局 0198-41-1522
に 西大通り2-3-1 二十六薬局 0198-23-2626

西大通り2-11-3 タカハシひかる薬局 0198-41-1340
西大通り2-22-17 パール薬局 0198-22-3517
二枚橋6-498-1 たんぽぽ薬局 0198-26-1755

ふ 不動町1-2-5 サカモト薬局 健康館 0198-21-5454
ほ 星が丘2-27-22 タカハシ星ケ丘薬局 0198-22-3378
よ 四日町3-5-10 花北薬局 0198-22-2020

し 新穀町5-18 つくし薬局 新穀店 0198-63-1300

あ 青柳町1-5-10 いずみ薬局 0197-63-7353
う 上野町4-3-22 まごころ薬局 0197-61-6600
か 上江釣子16-151-1 くるみ薬局 0197-72-5017

上江釣子17-218-2 あんず薬局 0197-71-5665
き 北鬼柳22-36-11 すずらん薬局 0197-61-2277
さ さくら通り2-2-28 きたかみ中央薬局 0197-65-7550
ほ 本通り1-5-4 かえで薬局 0197-65-3361
や 柳原町4-15-8 まちぶん調剤薬局 0197-65-7810

柳原町4-15-29 おおぞら薬局 0197-65-2202
よ 芳町7-20 ひまわり薬局 0197-63-6877
わ 若宮町2-2-39 さくら調剤薬局 0197-63-8822

ゆ 湯本29-70-22 太陽薬局 0197-82-2120

え 江刺豊田町2-1-46 江刺調剤薬局 0197-35-7501
ま 前沢二十人町47 つくし薬局 前沢店 0197-41-3663

前沢向田1-16-2 仁衛堂薬局 アスティ店 0197-56-4193
前沢向田1-20-2 ミズサワ薬局 前沢店 0197-56-3831

み 水沢上姉体6-6-1 すみれ薬局 マイアネ店 0197-28-1800
水沢川口町29-1 あかり薬局 川口町店 0197-47-6510
水沢川原小路17 水沢センター薬局 0197-22-2100
水沢吉小路3-3 うさぎ調剤薬局 0197-51-7070
水沢多賀47 みどり薬局 不断町店 0197-51-2216
水沢中城6-3 西大通薬局 0197-51-6000
水沢中町55 いちご薬局 0197-51-1515
水沢西上野町4-4 みどり薬局 公園通り店 0197-47-3474
水沢西町5-22 みどり薬局 西町店 0197-51-1517
水沢東中通り2-1-27 たんぽぽ薬局 0197-23-5257

西和賀町

奥州市

八幡平市

矢巾町

花巻市

遠野市

北上市

紫波町

岩手町
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健康ライフサポート薬局 （市町村毎、住所五十音順） 令和2年4月1日現在

住所 薬局名 TEL

み 水沢福吉町2-30 すみれ薬局 0197-24-1133
水沢南町4-21 むつみ薬局 0197-22-4666
水沢龍ヶ馬場29-37 龍ケ馬場場薬局 0197-51-7055

お 大手町7-2 大手町薬局 0191-21-3282
か 上大槻街4-46 共創未来 一関薬局 0191-31-8488
た 田村町6-10 加賀調剤薬局 0191-21-3010

田村町29 サン調剤薬局 0191-21-1890
は 花泉町涌津字上原29-2 あさひ調剤薬局 0191-82-5254
や 山目中野59-1 れもん薬局 0191-33-1510

山目中野63-1 かめちゃん調剤薬局 一関店 0191-33-2200

い 猪川町中井沢7-2 よこさわ薬局 0192-27-3536
お 大船渡町新田49-3 善進堂薬局 0192-27-9250

大船渡町明神前9-26 ひので薬局 0192-27-6589
大船渡町山馬越182-4 気仙中央薬局 0192-26-6231

た 立根町中野40-6 りあす薬局 0192-21-5100
ま 末崎町平林75-1 つくし薬局 細浦店 0192-22-1777

た 高田町太田63 そうごう薬局 高田店 0192-53-2251
高田町鳴石89-25 森の前薬局 0192-55-6200

か 甲子町10-159-2 中田薬局 松倉店 0193-23-1230
甲子町10-159-84 きらら調剤薬局 0193-25-2360
甲子町10-159-84 まつくら調剤薬局 0193-25-2255
上中島町3-2-15 中田薬局 上中島店 0193-21-2050

こ 小佐野町4-2-45 中田薬局 小佐野店 0193-21-3355
て 天神町1-6 しおかぜ調剤薬局 0193-55-4343

こ 小鎚第27地割3-4 菊屋薬局 0193-42-3526

お 大通1-5-3 みなとや調剤薬局 0193-71-2033
そ 磯鶏沖15-11 つくし薬局 磯鶏店 0193-71-2100
た 舘合町1-5 つくし薬局 舘合店 0193-71-1166
み 実田2-5-9 ミドリ薬局 0193-63-0027
わ 和見町1-15 ポプラ薬局 0193-62-8523

か 川向町7-8 山田中央薬局 0193-82-4750

あ 旭町10-32-7 みどり薬局 0194-61-3911
ほ 本町2-38 菊屋薬局 0194-53-3022
も 門前37-56-1 ハーモニー薬局 0194-61-3305

い 石切所森合31 木いちご薬局 0195-23-1539
き 金田一馬場150 金田一薬局 0195-26-8880
ふ 福岡長嶺24-20 すがわら薬局 0195-26-8454
ほ 堀野大川原毛89-1 堀野調剤薬局 0195-25-5016

堀野大川原毛95-1 カシオペア調剤薬局 0195-22-1150

い 一戸砂森54-1 アイン薬局 一戸店 0195-31-1280
さ 西法寺稲荷21-1 めぐみ薬局 0195-31-1800

一戸町

奥州市

大槌町

宮古市

山田町

久慈市

二戸市

一関市

大船渡市

陸前高田市

釜石市
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