
医療用抗原定性検査キット販売薬局一覧表

作成日 令和4年11月4日

方部 薬局名 薬局所在地 電話番号

県北 けんこう薬局 伊達郡川俣町鶴沢字京田38-1 024-565-5330

県北 アイン薬局　南福島店 福島市伏拝字台田21-1 024-573-9934

県北 アイン薬局　福島大森店 福島市大森字街道下71-4 024-544-6920

県北 アイン薬局ラヴィバレ店 福島市早稲町4-16　ラヴィバレ-番丁1階 024-522-9901

県北 アイン薬局薬局福島店 福島市上町5番6号上町テラス1F 024-573-5721

県北 あおぞら薬局競馬場前店 福島市松浪町2-33 024-536-1626

県北 あおば薬局 福島市南矢野目字鼓原18-18 024-553-8028

県北 アクト調剤薬局笹谷店 福島市笹谷字寺町14-5 024-573-0562

県北 あさがお薬局 福島市入江町12-19 024-533-7400

県北 アジア堂薬局 福島市伏拝字台田3-3 024-546-7059

県北 あすか調剤薬局大森店 福島市大森字城ノ内50-1 024-544-1630

県北 アップル薬局八木田店 福島市八木田字井戸上89-5 024-544-1941

県北 あぶくま薬局 福島市花園町2-5 024-531-3916

県北 エール薬局　栄町店 福島市栄町1-31 024-563-4346

県北 エール薬局南矢野目店 福島市南矢野目字上戸ノ内10-15 024-573-1961

県北 エール薬局福島中央店 福島市南中央-丁目74 024-597-7161

県北 エール薬局北中央店 福島市北中央1丁目48-3 コ-ポミウラA102 024-526-2660

県北 きりん調剤薬局 福島市桜木町1-21 024-534-3201

県北 クオール薬局せのうえ店 福島市瀬上町字寺前1-12 024-553-7218

県北 クオール薬局とやの 福島市鳥谷野字宮畑65-2 024-544-1280

県北 クオール薬局南沢又店 福島市南沢又字松北町2-14-5 024-555-2866

県北 クオール薬局福島黒岩店 福島市黒岩字竹ノ内10-1 024-572-7838

県北 クオール薬局野田町店 福島市野田町1-13-54 024-534-5130

県北 けや木薬局 福島市瀬上町字幸町9-2 024-553-6505

県北 げんじろう調剤薬局泉店 福島市泉字弐斗蒔18-16 024-555-1860

県北 コスモ調剤薬局いずみ西店 福島市泉字清水内18-13 024-555-6118

県北 コスモ調剤薬局瓦町店 伊達郡川俣町字瓦町49-1 024-538-2910

県北 コスモ調剤薬局黒岩店 福島市黒岩字北井2-4 024-544-1550

県北 コスモ調剤薬局森合西店 福島市森合字高野1-15 024-555-6581

県北 コスモ調剤薬局森合店 福島市森合字屋敷下38-14 024-555-5701

県北 コスモ調剤薬局泉店 福島市泉字火焼津17-1 024-555-6880

県北 コスモ調剤薬局八島町店 福島市八島町3-35 024-573-8122

県北 コスモ調剤薬局蓬莱店 福島市蓬莱町2丁目2-111 024-547-2270

県北 コスモ調剤薬局北中央公園前店 福島市南矢野目字清水前31-5 024-555-0028

県北 コスモ南沢又店 福島市南沢又字前田17-3 024-555-6385

県北 こせき薬局 福島市本町4-8 エリプスビル1F 024-526-4777

県北 さくら薬局　永井川店 福島市永井川字北谷地7-1 024-544-0080

県北 しみず薬局しのぶヶ丘店 福島市矢倉下14-1 024-531-1811

県北 すず薬局郷野目店 福島市郷野目字仲12 024-572-3822

県北 スマイリー薬局　天神町店 福島市天神町15番12号 024-526-1566

県北 そうごう薬局　福島駅前店 福島市天神町1-1 024-572-3981

県北 そうごう薬局　福島笹木野店 福島市笹木野字中西裏18-4 024-555-1071

県北 ばにら薬局 福島市栄町12-10ひかりビル1F 024-529-7635

県北 ひかり薬局笹谷 福島市北沢又字成出13-24 024-557-5222

県北 ファーコス薬局　福島駅前 福島市栄町6-6ユニックスビル1階 024-524-1355

県北 ファーコス薬局東中央 福島市東中央2-2-2 024-533-2660

県北 ファーマライズ薬局 鎌田店 福島市鎌田字中江10-5 024-554-2266

県北 ファーマライズ薬局　大町店 福島市大町7-11 024-526-4555

県北 ファーマライズ薬局　北沢又店 福島市北沢又字成出24-5 024-555-2200

県北 ファーマライズ薬局卸町店 福島市鎌田字卸町12-1 024-552-6135

県北 ファーマライズ薬局南福島店 福島市永井川字壇ノ腰6-1エトワ-ル南福島103 024-539-8989

県北 ファーマライズ薬局八島店 福島市八島町2-8 024-536-2525



医療用抗原定性検査キット販売薬局一覧表

作成日 令和4年11月4日

方部 薬局名 薬局所在地 電話番号

県北 ふたば薬局 福島市北五老内町3-21 024-536-3481

県北 ふたば薬局笹谷店 福島市笹谷字中田4-17 024-555-5535

県北 ぷらんたん薬局 福島市渡利字沼ノ町45 024-521-1010

県北 ぷらんたん薬局ささや 福島市笹谷字塗谷地37-15 024-555-0880

県北 ベース薬局宮下町店 福島市宮下町15-23 024-525-2241

県北 ベース薬局大森店 福島市大森字坿79-5 024-544-6678

県北 ベース薬局北町店 福島市北町3-38 024-573-7112

県北 ほうらい薬局 福島市蓬莱町2丁目2-2 024-549-2191

県北 ほばら薬局鎌田店 福島市鎌田字町東2-5 024-563-3044

県北 ほばら薬局日赤前店 福島市八島町2−16 024-597-8588

県北 みはる調剤薬局おやま店 福島市御山字検田83-4 024-535-5501

県北 モトマチ薬局 福島市瀬上町字本町22 024-553-3150

県北 りんごの木薬局 福島市八島町2-8 024-526-6336

県北 杏林堂薬局 吉井田店 福島市八木田字神明115-3 024-546-6333

県北 奥羽調剤薬局JR福島駅店 福島市栄町1-1 024-535-0021

県北 健歩薬局 福島市大森字高畑70-3 024-545-6610

県北 司生堂薬局 福島市大町4-6 024-521-2233

県北 太平調剤薬局 福島市太平寺堰ノ上90-5 024-563-1360

県北 調剤薬局ゼネファーム黒岩店 福島市黒岩素利町17 024-539-9888

県北 調剤薬局ゼネファーム黒岩東店 福島市黒岩字榎平66-4 024-572-7039

県北 南せのうえ薬局 福島市瀬上町字四斗蒔31-1 024-553-3939

県北 飯坂薬局 福島市飯坂町十綱町7 024-542-2151

県北 保原薬局 やぎた店 福島市八木田字中島56-1 024-539-7558

県北 保原薬局　渡利店 福島市渡利字七社宮21 024-524-3666

県北 薬局マツモトキヨシエスパル福島店 福島市栄町1-1 024-515-3835

県北 ㈲　小野寺薬局 福島市万世町2-36 024-534-2260

県北 ㈲あおい薬局 福島市上名倉字吉前38-5 024-593-1188

県北 ㈲しみず薬局 福島市大森字舘ノ内74-1 024-545-8298

県北 ㈲しらさか薬局 福島市岡部字中川原1-6 024-531-3261

県北 ㈲三益屋薬局 福島市大森字本町18-3 024-546-0559

県北 ㈲石井薬局大町本店 福島市大町8-16 024-522-2476

県北 アクト調剤薬局上保原店 伊達市保原町上保原字大木田23-4 024-573-9016

県北 あけぼの薬局 伊達市梁川町青葉町99 024-577-7630

県北 アップル薬局 掛田店 伊達市霊山町掛田字西裏55 024-586-3511

県北 アップル薬局　保原店 伊達市保原町9丁目3-25 024-575-3633

県北 ウエルシア薬局伊達国見店 伊達郡国見町大字藤田字中沢-10-1 024-529-2107

県北 うさぎ薬局保原店 伊達市保原町大泉字大地内114-1 024-597-6580

県北 エール薬局伊達店 伊達市岡前20-4 024-551-1077

県北 おりーぶ薬局伊達店 伊達市沓形41-11 024-583-2109

県北 コスモ調剤薬局 伊達市保原町字栄町81-5 024-576-4620

県北 コスモ調剤薬局　伊達東店 伊達市梨子木町32-1 024-551-1191

県北 はんざわ薬局 伊達市月舘町月舘字町61 024-572-2135

県北 ひまわり薬局KORIMACHI 伊達郡桑折町字陣屋1-6 Nikoh A101 024-563-4737

県北 ふたば薬局　保原店 伊達市保原町中村町30-3 024-575-0166

県北 ふたば薬局藤田店 伊達郡国見町大字塚野目字三本木11-1 024-585-1113

県北 中央薬局伊達店 伊達市保原町上保原字中ノ台4-21 024-574-2388

県北 保原薬局　桑折店 伊達郡桑折町南半田字六角15−3 024−581−2220

県北 保原薬局伊達店 伊達市箱崎字中21-6 024-583-3011

県北 保原薬局本店 伊達市保原町字城ノ内57-1 024−575−2109

県北 ㈲しみず薬局保原店 伊達市保原町二井田字秋切1-1 024-574-2540

県北 あだち調剤薬局 二本松市油井背戸谷地7-6 024-322-6680

県北 コスモ調剤薬局東和町店 二本松市針道字蔵下110-1 0243-66-2880
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県北 コスモ調剤薬局本宮西店 本宮市本宮字-ﾂ屋2−4 0243-63-0022

県北 コスモ調剤薬局本宮店 本宮市高木字平内67-8 0243-33-6600

県北 ゼネファーム薬局　本町店 二本松市本町1-71 0243-24-1261

県北 ゼネファーム薬局小浜店 二本松市小浜字新町19 0243-24-8871

県北 そうごう薬局　本宮店 本宮市本宮字南町裡117-3 0243-34-6031

県北 ベース薬局本町店 二本松市本町2-78 0243-62-2810

県北 ベース薬局油井店 二本松市油井字福岡21-2 0243-24-1091

県北 遠藤薬局 本宮市本宮字中條51 0243-34-2061

県北 高越薬局 二本松市藤ノ前33-1 0243-62-1877

県北 山口薬局二本松店 二本松市本町1-48 0243-62-3105

県北 ㈲国崎薬局 本宮市本宮字下町15 0243-34-2013

県中 調剤薬局ツルハドラッグ郡山安積店 郡山市安積4丁目203 024-937-3560

県中 アイランド薬局横塚店 郡山市横塚2-15-6 024-942-1189

県中 アイランド薬局西ノ内店 郡山市西ノ内2-8-3 024-939-1189

県中 アイランド薬局大町店 郡山市大町2-2-14 024-925-1189

県中 アイランド薬局谷田川店 郡山市田村町谷田川字表前76-5 024-955-5272

県中 アイランド薬局八山田店 郡山市八山田7-28 024-925-1089

県中 アイン薬局　郡山名倉店 郡山市名倉23-2 024-954-6321

県中 あい調剤薬局　大槻店 郡山市御前南6-123 024-962-9766

県中 あさい調剤薬局桑野店 郡山市島二丁目22-1 024-931-2134

県中 あさか調剤薬局 郡山市安積町長久保1-24-1 024-937-0227

県中 アリビオ薬局八山田店 郡山市八山田5-77 024-935-5505

県中 いずみ調剤薬局 郡山市朝日2丁目19−14 024-925-5174

県中 ウイン調剤みなみ通り薬局 郡山市駅前1丁目9-1松風堂ビル1階 024-932-3332

県中 クオール薬局郡山堤店 郡山市堤-丁目83 024-962-7289

県中 コスモヘルスケア薬局 郡山市桑野3丁目11-3 024-973-8440

県中 コスモ調剤薬局　大槻西店 郡山市大槻町桜木6-4 024-962-7472

県中 コスモ調剤薬局　美術館通り店 郡山市横塚二丁目20-5 024-941-3212

県中 コスモ調剤薬局　麓山店 郡山市麓山2丁目5-18 024-954-7211

県中 コスモ調剤薬局横塚店 郡山市横塚6丁目65-3 024-941-0321

県中 コスモ調剤薬局島店 郡山市島2丁目99-5 024-991-9350

県中 コスモ調剤薬局緑ヶ丘店 郡山市緑ヶ丘東3-1-9 024-941-3100

県中 さくらんぼ調剤薬局 郡山市小原田4-12-25 024-941-4120

県中 さくら薬局みなみ壱番店 郡山市富久山町久保田字伊賀河原4 024-925-4193

県中 しゃくなげ薬局 郡山市八山田6丁目35番地サンプロテクトビル2階 024-973-7626

県中 しらゆり調剤薬局 郡山市御前南1丁目11 024-962-7641

県中 スマイル調剤薬局　富久山店 郡山市富久山町久保田字久保田203 024-939-7288

県中 そうごう薬局郡山店 郡山市安積町荒井字萬海83-3 024-946-5591

県中 なの花薬局鶴見担店 郡山市鶴見担1丁目9-10 024-954-3718

県中 なの花薬局北ノ林店 郡山市大槻町字北ノ林27-13-1 024-954-8153

県中 ハーモニー薬局あさか店 郡山市安積荒井-丁目54 024-937-3180

県中 ひかり薬局　郡山駅前 郡山市駅前1丁目2-9 024-953-6856

県中 ひかり薬局香久池 郡山市香久池二丁目11-7 024-935-9010

県中 ひかり薬局麓山 郡山市細沼町4-1 024-973-5422

県中 フジ薬局　本店 郡山市備前舘1-148 024-925-0978

県中 フジ薬局鶴見坦店 郡山市鶴見坦二丁目9-19 024-990-3380

県中 ベース薬局　西部店 郡山市富久山町久保田字伊賀河原76 024-973-7781

県中 ベース薬局富久山店 郡山市富久山町久保田字上野19-4 024-954-6101

県中 マルスミ薬局 郡山市台新1-30-12 024-934-4988

県中 みずき調剤薬局日和田店 郡山市日和田町字大山田15 024-968-2066

県中 ユア調剤薬局 郡山市中ノ目1-26-3 024-961-7736

県中 阿部調剤薬局 郡山市熱海町熱海5-199-6 024-984-6800
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県中 奥羽調剤薬局鳴神店 郡山市鳴神1-1-2 024-983-8535

県中 夏井薬局 郡山市大町1-12-4 024-922-1965

県中 共創未来　富田薬局 郡山市町東1丁目198 024-962-7961

県中 金屋の杜薬局 郡山市田村町金屋字マセ口3-1 024-953-3555

県中 郡山調剤薬局　並木店 郡山市並木二丁目12-12 024-939-4193

県中 山口薬局大町店 郡山市大町2-15-2 024-939-2929

県中 山口薬局長久保店 郡山市安積町長久保1-4-4 024-954-5667

県中 赤木調剤薬局 郡山市赤木町13-2 024-023-6162

県中 調剤薬局ツルハドラッグ八山田店 郡山市富田東三丁目22 024-991-8826

県中 調剤薬局ミッテル開成店 郡山市開成6丁目192−1 024-935-7336

県中 調剤薬局ミッテル桑野店 郡山市桑野-丁目25-7 024-939-0511

県中 調剤薬局ミッテル富田店 郡山市不動前1-40 024-931-5655

県中 調剤薬局メルシー 郡山市安積3丁目350-1 024-947-8101

県中 調剤薬局レミーロ 郡山市御前南1-46 024-962-4850

県中 日本調剤郡山薬局 郡山市向河原町4-40郡山駅東ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ-内 024-941-1301

県中 富田の杜薬局 郡山市富田町字鍛冶田10-1 024-962-7644

県中 明治堂薬局 郡山市香久池2-10-8 024-923-5800

県中 薬局サン・メリー中野店 郡山市中野1-6 024-961-6550

県中 雄飛堂薬局郡山富田店 郡山市富田町字中ノ目42 024-926-0582

県中 オリオン薬局 田村市滝根町神俣字町53 0247-68-1455

県中 きよはし薬局駅前店 田村郡三春町担橋2丁目1-5 0247-61-1101

県中 げんじろう調剤薬局船引店 田村市船引町船引字源次郎125-37 0246-81-1555

県中 コスモ調剤薬局中央通り店 田村市船引町東部台4-53 0247-81-1610

県中 コスモ調剤薬局東部台店 田村市船引町東部台3丁目81 0247-81-2205

県中 すず薬局船引店 田村市船引町船引字下大平101-1 0247-61-4343

県中 ふくだや薬局 田村市船引町上移字町84 0247-86-2013

県中 ヤナイ調剤薬局 小野町大字小野新町字品ノ木131 0247-72-5912

県中 わたなべ調剤薬局 田村市船引町東部台4-29 0247-81-1293

県中 共創未来船引薬局 田村市船引町船引字南町通117-2 0247-81-1522

県中 アイランド薬局東作店 須賀川市東作146-78 0248-72-4189

県中 コスモ調剤薬局　下宿店 須賀川市下宿町60 0248-63-8386

県中 コスモ調剤薬局須賀川駅前店 須賀川市中宿444 0248-73-1300

県中 コスモ調剤薬局須賀川大町店 須賀川市大町284 0248-63-8810

県中 サンキュー薬局すわまち店 須賀川市諏訪町7-1 0248-63-7539

県中 サンプラス調剤薬局 須賀川市南町93 0248-63-2678

県中 たけうち調剤薬局駅前店 須賀川市栄町272 0248-76-8880

県中 ベース薬局鏡石店 岩瀬郡鏡石町本町201 0248-92-2880

県中 メルシー薬局西川店 須賀川市山寺町170 0248-94-2871

県中 ㈱メディカルピース　チェリー調剤薬局 須賀川市西山寺町229 0248-75-7455

県中 自由ヶ丘調剤薬局 須賀川市和田弥六内356-5 0248-72-2566

県中 大町調剤薬局 須賀川市大町403-18 0248-94-5119

県中 調剤薬局ゼネファーム　南町店 須賀川市南町317-1 0248-94-8187

県中 隆盛堂調剤薬局 須賀川市弘法坦109 0248-73-2213

県中 アイランド薬局　平田店 石川郡平田村大字上蓬田字大隅28-5 0247-25-1189

県中 アイン薬局福島石川店 石川町字立ヶ岡50-11 0247-56-3883

県中 サンキュー薬局 石川町大字双里字本宮71-1 0247-26-3911

県中 金沢薬局 石川郡浅川町本町石川郡浅川町4 0247-36-2047

県中 ㈲たまかわ薬局 石川郡玉川村大字小高字中畷18-7 0247-37-1710

県南 アイランド薬局弥次郎店 白河市豊地弥次郎34-1 0248-24-1189

県南 あけぼの薬局　新白河店 白河市豊地弥次郎91-1 024-821-7186

県南 あゆみ調剤薬局 白河市大信町屋字町屋107-2 0248-54-5050

県南 カワチ薬局　白河店 白河市昭和町188 0248-21-0201
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県南 コスモ調剤薬局　白河駅前店 白河市大手町14-7 0248-21-2180

県南 コスモ調剤薬局矢吹店 西白河郡矢吹町八幡町563-5 0248-41-2580

県南 ファーコス薬局 つくし 白河市大鹿島前25-1 0248-21-0381

県南 フジ薬局矢吹店 西白河郡矢吹町八幡町272 0248-41-2201

県南 ワタナベ薬局 白河市本町6 0248-23-2011

県南 今井調剤薬局 白河市南真舟6-1 0248-22-9985

県南 白河の杜薬局 白河市老久保16-1 0248-21-1255

県南 白河旭町薬局 白河市旭町2丁目64 0248-21-5873

県南 矢祭薬局 東白川郡矢祭町戸塚山崎117-1 0247-57-7322

県南 ㈲やざわ薬局 白河市古高山3-56 0248-24-2323

会津 ウエルシア薬局会津若松湯川店 会津若松市湯川町4-10 0242-36-5303

会津 ほほえみ薬局 猪苗代町字芦原86-3 0242-23-8911

会津 あいあい薬局 会津若松市城西町5−56 0242−29−6666

会津 あいあい薬局門田日吉店 会津若松市門田町日吉字丑渕11-44 0242-29-1666

会津 アイン薬局　鶴賀店 会津若松市-箕町大字鶴賀字堤2-70 0242-32-2700

会津 アイン薬局会津若松店 会津若松市-箕町亀賀字北柳原27-1 0242-23-9538

会津 アイン薬局会津美里店 会津美里町高田甲2969-5 0242-93-9033

会津 あすなろ薬局 喜多方市押切東1丁目32-2 0241-21-1124

会津 アップル薬局 会津若松市徒之町4-18 0242-29-4193

会津 エール薬局　河東店 会津若松市河東町郡山字村西15-3 0242-23-7526

会津 エール薬局十文字店 会津若松市河東町谷沢字十文字40-2 0242-23-7162

会津 エール薬局門田店 会津若松市建福寺前9-18 0242-38-3056

会津 オレンジ薬局きもと 会津若松市庄和町2-21 0242-93-6301

会津 かぼちゃ薬局 飯寺店 会津若松市門田町飯寺村東616-25 0242-29-1247

会津 こくぶ調剤薬局中町店 会津若松市中町2-85 0242-85-6329

会津 コスモ調剤薬局　金山店 大沼郡金山町大字川口字金洗道下1481-3 0241-53-5580

会津 コスモ調剤薬局会津店 会津若松市本町1-2 0242-38-3870

会津 コスモ調剤薬局西栄町店 会津若松市西栄町10-10 0242-36-6039

会津 コスモ調剤薬局磐梯町店 耶麻郡磐梯町大字磐梯字諏訪山2898-25 0242-73-3644

会津 ダイアン薬局 会津若松市白虎町190-2 0242-39-0311

会津 つるが薬局 会津若松市-箕町鶴賀字堤2-67 0242-23-9119

会津 トリム薬局山鹿店 会津若松市本町1-35 0242-38-3200

会津 なぬかまち薬局 会津若松市大町1丁目2-19 0242-85-8328

会津 ひろ薬局 会津若松市門田町日吉字笊籬田27-2 0242-36-5582

会津 ファーマライズ薬局飯盛店 会津若松市中島町6-1 0242-39-3591

会津 ふじき薬局 喜多方市字江中子4179-16 0241-24-3121

会津 ベース薬局　山見町店 会津若松市山見町40-5 0242-93-6330

会津 まちの薬局扇町店 会津若松市扇町31 0242-37-1766

会津 みやした調剤薬局 三島町大字宮下字水尻1134 0241-52-3278

会津 ムナカタ薬局 猪苗代町字町尻317-7 0242-62-3361

会津 会津調剤薬局 会津若松市白虎町152-2 0242-36-7672

会津 会雄薬局 会津若松市行仁町2-15 0242-22-6878

会津 喜多方　あいあい薬局 喜多方市字3丁目4781-2 0241-23-5786

会津 昭和調剤薬局 大沼郡昭和村小中津川字石仏1842 0241-42-7726

会津 城東調剤薬局 会津若松市城東町6-19 0242-28-8008

会津 千石調剤薬局 会津若松市千石町9-23 0242-23-8336

会津 調剤薬局ゼネファーム会津坂下店 河沼郡会津坂下町五反田1179-2 0242-85-8158

会津 天薬局 会津若松市天神町31-4 0242-38-1801

会津 宝山堂薬局おうぎ町店 会津若松市-箕町亀賀字村前36-1 0242-33-9383

会津 ㈲すこやか薬局 猪苗代町字古城町66-2 0242-62-3536

会津 ㈲すこやか薬局 猪苗代町字古城町66-2 0242-62-3536

南会津 ファーマシーダイマル 南会津町永田字風下甲2-3 0241-62-1320



医療用抗原定性検査キット販売薬局一覧表

作成日 令和4年11月4日

方部 薬局名 薬局所在地 電話番号

南会津 ふるまち薬局 南会津町古町字新坂口1-5 0241-72-8222

南会津 あいあい薬局　只見店 只見町大字長浜字唱平23-2 0242-84-7055

相双 アイン薬局　東相馬店 相馬市沖ノ内2丁目16-6 0244-37-3338

相双 アイン薬局 相馬沖ノ内店 相馬市沖ノ内1丁目2‐5 0244-37-3360

相双 アイン薬局原町店 南相馬市原町区日ノ出町541-5 0244-26-7825

相双 あさひ薬局 南相馬市原町区大木戸字松島318-1 0244-25-2881

相双 エムズ薬局 南相馬市原町区日の出町126-3 0244-25-2629

相双 かしまアイ薬局 南相馬市鹿島区寺内塚合123-2 0244-26-4950

相双 サトウファーマシー薬局 南相馬市鹿島区横手字町田21 0244-46-2663

相双 そうごう薬局　鹿島店 南相馬市鹿島区横手字榎内17 0244-46-1421

相双 のぞみ薬局相馬店 相馬市新沼坪ヶ迫135-8 024-426-4957

相双 ベース薬局鹿島厚生病院前店 南相馬市鹿島区横手字川原5-2 0244-26-4061

相双 ヤマキ保健薬局 南相馬市原町区旭町-丁目12 0244-25-7270

相双 井上薬局 南相馬市原町区錦町1-43 0244-22-7511

相双 屋代薬局 南相馬市原町区桜井町 0244-22-8469

相双 共創未来相馬塚田薬局 相馬市中村字塚田52-1プレシャス桜ケ丘1F 0244-32-0189

相双 共創未来相馬薬局 相馬市新沼字坪ヶ迫98 0244-35-2133

相双 池野薬局 南相馬市原町区大木戸字松島304-28 0244-23-0355

相双 ふく福薬局 東京都国分寺市本町2-7-10 042-312-4920

相双 広野薬局 双葉郡広野町下浅見川字広長100-5 0240-27-2265

いわき アイランド薬局倉前店 いわき市平倉前113-6 0246-22-9997

いわき 植田ダルマ薬局小名浜店 いわき市小名浜字元分1-22 0246-73-3355

いわき アイランド薬局 いわき市平十五町目6-1 0246-25-4189

いわき アイランド薬局いわき駅前店 いわき市平字三町目23 0246-22-8822

いわき アイランド薬局岡小名店 いわき市小名浜岡小名-丁目1-1 0246-73-8977

いわき アイランド薬局佃店 いわき市平字佃町4-1 0246-24-4189

いわき アイランド薬局童子町店 いわき市平字童子町1番地の7 0246-35-2670

いわき アイランド薬局白土店 いわき市平北白土字宮前51-3 0246-23-1189

いわき アイランド薬局平店 いわき市平字三倉65-5 0246-22-5566

いわき アイル薬局住吉 いわき市小名浜住吉字冠木1-2 0246-76-0898

いわき アイル薬局平店 いわき市平字月見町13-1 0246-21-1060

いわき あさひ調剤薬局いわき店 いわき市内郷綴町金谷11-6 0246-27-4193

いわき イオン薬局いわき店 いわき市平字三倉68-1 0246-41-0017

いわき ウイン調剤薬局 植田店 いわき市植田町月山下62-16 0246-77-1355

いわき オレンジ薬局湯本南店 いわき市常磐西郷町字岩崎28-10 0246-72-1050

いわき グレイス薬局・東店 いわき市平紺屋町8-1 090-8252-8571

いわき ケイ薬局 いわき市小名浜林城字塚前54-6 0246-84-5140

いわき コスモ調剤薬局あたご町店 いわき市小名浜愛宕町15-3 0246-84-5162

いわき コスモ調剤薬局常磐店 いわき市常磐下船尾町古内292-8 0246-72-0340

いわき コスモ調剤薬局内郷店 いわき市内郷御厩町4-58 0246-45-1766

いわき コスモ調剤薬局平中央店 いわき市平月見町48-4 0246-35-0304

いわき コロ薬局　泉滝尻店 いわき市泉町滝尻字南坪53-1 0246-88-7623

いわき さいとう薬局 いわき市四倉町西-丁目3-1 0246-32-4009

いわき さくら薬局　鹿島店 いわき市鹿島町船戸字沼田7−1 0246−58−5818

いわき すげのさく薬局 いわき市中央台鹿島3-39-4 0246-95-0187

いわき そうごう薬局　遠野店 いわき市遠野町上遠野字太田20-4 0246-74-1127

いわき たまち薬局 いわき市平字田町75の5 0246-37-7622

いわき ダルマ薬局 本町店 いわき市植田町本町1丁目4-6 0246-63-8822

いわき ダルマ薬局泉店 いわき市泉滝尻三丁目6番地3 0246-75−2233

いわき ニュータウン薬局 いわき市中央台鹿島三丁目53番地の7 0246-46-0456

いわき パルム薬局いわき店 いわき市内郷御厩町久世原242 0246-45-1616

いわき ファーマライズ薬局　内郷店 いわき市内郷内町立町83-2 0246-45-1871
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いわき ベース薬局湯本店 いわき市常磐湯本町吹谷57-5 0246-72-2877

いわき みなと薬局 いわき市小名浜橋本3番地 0246-73-3600

いわき みなみ薬局 いわき市錦町鈴鹿24-1 0246-77-0150

いわき 加藤薬局 いわき市泉玉露五丁目6-30 0246-56-8288

いわき ㈱くすりのマルト遠野店 いわき市遠野町上遠野字本町67-2 0246-85-5551

いわき ㈱くすりのマルト調剤薬局下平窪店 いわき市平下平窪字四左エ門内29-2 0246-85-0012

いわき ㈱くすりのマルト調剤薬局鳥居店 いわき市錦町綾の内121 0246-62-7755

いわき ㈱くすりのマルト調剤薬局鳥居店 いわき市錦町綾の内121 0246-62-7755

いわき ㈱くすりのマルト調剤薬局いわき市医療センター前店 いわき市内郷御厩町久世原248 0246-45-1788

いわき ㈱くすりのマルト調剤薬局岡小名店 いわき市小名浜岡小名字高田10-1 0246-88-6856

いわき ㈱くすりのマルト調剤薬局玉川店 いわき市小名浜住吉字道下34 0246-76-1880

いわき ㈱くすりのマルト調剤薬局高坂店 いわき市内郷高坂町八反田55 0246-27-1101

いわき ㈱くすりのマルト調剤薬局上中田店 いわき市錦町上中田7 0246-63-3036

いわき ㈱くすりのマルト調剤薬局谷川瀬店 いわき市平谷川瀬二丁日11-10 090-2029-5549

いわき ㈱めぐみ薬局 いわき市泉滝尻-丁目3-4 0246-75-0806

いわき 関船薬局 いわき市常磐関船町迎13-4 0246-44-5291

いわき 丸善薬局 いわき市平字下の町5-1 0246-24-2661

いわき 光栄薬局　上荒川店 いわき市平上荒川字長尾28 0246-28-3061

いわき 光栄薬局川原田店 いわき市内郷綴町川原田130 0246-26-2941

いわき 厚生堂薬局　平店 いわき市平字五色町65 0246-22-6716

いわき 植田ダルマ薬局植田店 いわき市植田町中央3丁目16-12 0246-63-0022

いわき 船戸薬局 いわき市 0246-58-7174

いわき 中央台鹿島薬局 いわき市中央台鹿島3丁目34-6 0246-31-1011

いわき 中之作薬局 いわき市中之作字川岸35-1 0246-55-5045

いわき 武田薬局 いわき市平字田町65-6 0246-22-2702

いわき 武田薬局中町店 いわき市平字堂ノ前27-1 0246-41-163

いわき 豊郷薬局 いわき市郷ヶ丘2丁目10-3 0246-28-8320

いわき 岬薬局 いわき市好間町下好間町字-町坪55-3 0246-36-3625

いわき 薬局タローファーマシーみまや店 いわき市内郷御厩町3-94-2 0246-27-3388

いわき 薬局タローファーマシー四倉店 いわき市四倉町西三丁目15-2 0246-32-8555

いわき 薬局タローファーマシー鹿島店 いわき市鹿島町走熊字小神山38-1 0246-46-3600

いわき 薬局タローファーマシー上荒川店 いわき市平上荒川字堀ノ内16-4 0246-23-8977

いわき 薬局タローファーマシー谷川瀬店 いわき市平谷川瀬1丁目17-6 0246-25-3600

いわき 薬局タローファー高専前店 いわき市平上荒川字長尾40-2 0246-28-2112

いわき 薬局わたなべ いわき市錦町上中田104 0246-77-0511

いわき ㈲みどり薬局 いわき市泉玉露5-17-13 0246-96-6040

いわき ㈲油座神美堂薬局 いわき市小名浜南君ケ塚町2-1 0246-92-3358

いわき 雄飛堂薬局いわき医療センター前店 いわき市内郷御厩町久世原244-1 0246-38-6951

いわき 洋向台薬局 いわき市洋向台5-2-8 0246-55-5515


