
ジェネリック医薬品を一定量以上取り扱っている保険薬局（平成30年6月1日現在）の一覧です。

処方を希望される方はお問い合わせをされてみてはいかがでしょうか。（ジェネリック医薬品の処方や使用に関す

ることについては、医師または薬剤師へご相談ください。）

　北海道厚生局管内の施設基準等届出受理医療機関名簿において「後発医薬品調剤体制加算（※）」を届出して

いる調剤薬局を掲載しています。

（※）後発医薬品調剤体制加算の概要

　当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格

単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が

　①　75％以上であること。　⇒　後発医薬品調剤体制加算1

　②　80％以上であること。　⇒　後発医薬品調剤体制加算2

　③　85％以上であること。　⇒　後発医薬品調剤体制加算3

　また、後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を薬局の内側・外側の見えやすい場所に掲示していること。

--------------------------------------------------------------------------------

・すべてのお薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。また、在庫がない場合などによりジェネリック

　医薬品に変更ができない場合もあります。

・一覧表に掲載されていない調剤薬局でも、ジェネリック医薬品を取り扱っている場合があります。

・ジェネリック医薬品は個人によって効能効果が異なる場合があります。まずは医師・薬剤師にご相談ください。

ジェネリック医薬品を積極的に取り扱っている薬局一覧

（道央[札幌以外]・道南地区）
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薬局名称 住所

石狩地区

三星薬局 江別市４条５丁目１０番地２

日本調剤江別薬局 江別市一番町３－２８

わかくさ薬局 江別市一番町３ー１６

イチフジ薬局・江別店 江別市元江別７４３－１６

タカシ調剤薬局 江別市元江別８９０番地２９

わかくさ薬局本町店 江別市元江別本町３５ー２０

なの花薬局　江別元町店 江別市元町２６番１号

アイン薬局江別店 江別市幸町２２番２３

アクティ調剤薬局 江別市高砂町２５番１１

瀬戸薬局 江別市上江別東町３番地１８

北海道ファーマライズ　江別調剤薬局 江別市上江別東町４４－１９

クローバー薬局上江別店 江別市上江別東町４番５

新栄台グリーン薬局 江別市新栄台４６番地の２

ロイテ調剤薬局　大麻店 江別市大麻ひかり町３２番１

アルファ調剤薬局大麻店 江別市大麻新町２２番地の５

スミレ調剤薬局 江別市大麻新町７番地の１７

コスモス薬局 江別市大麻中町２番１８

サワヤ薬局 江別市大麻中町２番地７

大志堂調剤　大麻薬局 江別市大麻東町１３番地の６６

調剤薬局ツルハドラッグ　大麻店 江別市大麻東町１４－５

きたまち薬局 江別市大麻北町５１９番１－２

わかくさ薬局西店 江別市中央町１－２６

ピノキオ調剤薬局 江別市朝日町３番地２８

西岡メディカル薬局野幌店 江別市東野幌本町２番地４

調剤薬局ツルハドラッグ東野幌店 江別市東野幌本町３５－２

りんご調剤薬局　野幌店 江別市東野幌本町７番５

ヤジマ薬局　文京台店 江別市文京台東町１１番地の４０

ナカジマ薬局野幌旭通店 江別市野幌町４０番地１６

三星薬局野幌店 江別市野幌町７６番地１

パーク調剤薬局 江別市野幌町８１番地１４号

なの花薬局　野幌店 江別市野幌東町２６番８号

ななくさ薬局 江別市野幌屯田町２３番１４

野幌よつば調剤薬局 江別市野幌末広町２番地３６

はしもと薬局 江別市緑町西１丁目１００－３

江別市民薬局 江別市緑町西１丁目１００－６

株式会社くすりのもりた花園店 千歳市花園５丁目２番５号

あしたば薬局千歳店 千歳市桂木１丁目３番２１号

スギハラ薬局　向陽台調剤 千歳市若草１丁目１７番４

なの花薬局　千歳住吉店 千歳市住吉３丁目１６番１１号

すみよし調剤薬局 千歳市住吉４丁目２番２１号

調剤薬局ツルハドラッグ千歳新富店 千歳市新富１丁目５番１０号

株式会社くすりのもりた 千歳市新富２丁目５番２号

有限会社　千歳調剤薬局 千歳市千代田町４丁目１８番地千歳メデイカルビル１階

なの花薬局　千歳店 千歳市千代田町７丁目１７８９番地３千歳ステーションプラザ４Ｆ

センター薬局向陽台店 千歳市柏陽４丁目３番２

アイン薬局千歳富丘店 千歳市富丘４丁目１－２２ハイツまきば１Ｆ

なの花薬局千歳北陽店 千歳市北陽１丁目５番１号

アルファ調剤薬局　恵庭店 恵庭市栄恵町１２６番地
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薬局名称 住所

なの花薬局　恵庭黄金店 恵庭市黄金中央１丁目１３番１２

パルス薬局　恵庭店 恵庭市黄金南４丁目１番１８

スギハラ薬局黄金店 恵庭市黄金南５丁目３番３

なの花薬局　恵庭店 恵庭市漁町４７番地

めぐみ野駅前調剤薬局 恵庭市恵み野西２丁目２－１６

調剤薬局ツルハドラッグ恵み野西店 恵庭市恵み野西３丁目１－１

パルス薬局　めぐみの店 恵庭市恵み野西３丁目１番１３

有限会社　マツシタ調剤薬局 恵庭市恵み野西６丁目２０番５

コア薬局　恵み野店 恵庭市恵み野西６丁目２１番３号

アルファ調剤薬局　恵み野店 恵庭市恵み野北３丁目１番１

北時計薬局 恵庭市恵み野里美一丁目１番地６

アイン薬局恵庭駅前店 恵庭市相生町２番地１いざりえ恵庭ビル３階

イルカ薬局　めぐみの店 恵庭市中島町５丁目１１番の５

スギハラ薬局島松店 恵庭市島松本町１丁目１０－１

えにわ市民調剤 恵庭市柏陽町３丁目２９－７

アイン薬局恵庭店 恵庭市白樺町１丁目１番３号

アイン薬局恵庭第一店 恵庭市福住町１丁目６番７

北央薬品　有明薬局 恵庭市有明町３丁目１番１号

北央調剤薬局 恵庭市有明町４丁目１番１６号

ポニー調剤薬局　恵庭緑町店 恵庭市緑町１丁目５番６号

有限会社　北広島調剤薬局 北広島市栄町１丁目５番地３

リープ調剤薬局　北広島店 北広島市共栄町１丁目１３－２０

新井薬局 北広島市山手町６丁目５ー７

アイランド薬局ほくしん店 北広島市青葉町３丁目１１番１１

泉調剤薬局 北広島市泉町１丁目２番地８

株式会社　くりはら薬局 北広島市大曲中央２丁目２番地２５

コスモス保険薬局　大曲店 北広島市大曲末広１丁目２ー１

あおば薬局　大曲店 北広島市大曲緑ケ丘１丁目９番１８号

きたひろエルク保険薬局 北広島市中央５丁目７番地１

アイン薬局北広島店 北広島市中央６丁目１－３北広島メディカルプラザ１階

北広島東口薬局 北広島市中央６丁目８番地９ステーションサイド赤坂１階

なの花薬局　北広島美沢店 北広島市美沢２丁目１番８

ソラリス薬局 北広島市北進町１丁目２番地２北広島ターミナルビル１Ｆ

クリオネばらと薬局 石狩市花川東１条４丁目６１番地

なの花薬局　花川店 石狩市花川南１条６丁目１７０

花川南調剤薬局 石狩市花川南２条２丁目２２７番地

花川薬局 石狩市花川南３条４丁目２１９番地

調剤薬局ツルハドラッグ花川南店 石狩市花川南３条５丁目８番

ハマナス薬局 石狩市花川南６条４丁目２９２

みらい調剤薬局　花川店 石狩市花川南７条１丁目３番地

くらら調剤薬局７条店 石狩市花川南７条３丁目４８番地

こぶし薬局 石狩市花川南８条１丁目２ー９

いづみ調剤薬局　花川南店 石狩市花川南９条１丁目２４番２

なの花薬局　花川北店 石狩市花川北３条３丁目９番２号

クオール薬局花川店 石狩市花川北６条３丁目１８９番地１号

石狩調剤薬局 石狩市花畔４条１丁目１３８番地

マーチ調剤薬局 石狩郡当別町太美町１４８８－３５０

ラビット調剤薬局　当別店 石狩郡当別町六軒町７２番４０

薬局あいドラッグ新篠津店 石狩郡新篠津村第４６線北１２番地

3ページ



薬局名称 住所

空知地区

アイン薬局夕張店 夕張市社光２０番地

ミラクル薬局南清水沢店 夕張市南清水沢４丁目８番２号

有限会社　池本薬局 岩見沢市１０条西２１丁目１番地３

かえで薬局 岩見沢市２条西５丁目２番地７

株式会社　和商　水島薬局　３・１０店 岩見沢市３条西１０丁目４番地

コア薬局　岩見沢３条店 岩見沢市３条西４丁目８番地２第２ポルタビル１階

第一薬品 岩見沢市３条西５丁目６番１

パルス薬局　岩見沢店 岩見沢市５条東１６丁目１０番地

なの花薬局労災前店 岩見沢市５条東１６丁目１７番地

株式会社　和商　水島薬局 岩見沢市６条西１丁目７番地３

古川調剤薬局　６条店 岩見沢市６条西６丁目１０番地１

コア薬局　岩見沢中央通店 岩見沢市６条東１丁目６番地５

なの花薬局８条店 岩見沢市８条西１９丁目１番地１

志文薬局 岩見沢市ふじ町２条２丁目２５番地ア－バン２２

株式会社　和商　水島薬局　東町店 岩見沢市東町１条８丁目９３２－１１６

アルビ調剤薬局　幌向店 岩見沢市幌向南１条３丁目３４８－１

カームビラ調剤薬局 岩見沢市幌向北１条５丁目６７－２

ミネノブ薬局 美唄市字峰延１８８３番地

センター薬局美唄中央店 美唄市西１条南１丁目３番２７号

なの花薬局美唄店 美唄市西１条北１丁目１番７号

アイン薬局美唄店 美唄市西１条北１丁目２番１１号

アイン薬局美唄大通店 美唄市大通東１条北３丁目１番１号

びばい駅前薬局 美唄市東１条南３丁目２番８号

センター薬局　美唄店 美唄市東１条北１丁目１番２号

はるにれ薬局　芦別店 芦別市北２条西１丁目８番地１９

日本調剤　芦別薬局 芦別市本町１４番地１５

調剤薬局ツルハドラッグ赤平店 赤平市字赤平５４０番１

日本調剤　大町薬局 赤平市大町２丁目１番７号

アイン薬局赤平店 赤平市大町３丁目１番２号

ひらぎし薬局 赤平市平岸新光町１丁目４番地２

赤平薬局 赤平市本町２丁目４番地

毛利薬局 三笠市榊町４６１

わかやぎ調剤薬局 三笠市若松町１１－１

有限会社　三笠薬局 三笠市多賀町２１番地

すみれ調剤薬局 滝川市栄町２丁目５番１４号

有限会社　ウリ薬局　滝川店 滝川市栄町２丁目７－１７

センター薬局　滝川店 滝川市栄町３丁目３番１６号

エーデル調剤薬局　滝川店 滝川市空知町２丁目１０ー８

株式会社　ホリ薬局　啓南店 滝川市空知町２丁目５番９号

ながた調剤薬局 滝川市空知町３丁目４番１７号

ナカジマ薬局　滝川西町店 滝川市西町１丁目２番８号

ナカジマ薬局市立病院前店 滝川市大町１丁目１番１７号

なの花薬局滝川店 滝川市大町２丁目１番２６号

さくら薬局　滝川店 滝川市大町２丁目１番３０号　クリーンズビル

日本調剤　滝川薬局 滝川市大町２丁目１番３３号

こぶし調剤薬局 滝川市大町２丁目２番１４号

調剤薬局ツルハドラッグ滝川朝日町店 滝川市朝日町西２丁目１番３６号

石丸薬局 滝川市朝日町西４丁目１番２７号
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薬局名称 住所

アイランド薬局　たきかわ店 滝川市東町３丁目１番３１号

ほんまち薬局 滝川市本町１丁目３番１２号

株式会社　ホリ薬局　滝川店 滝川市本町２丁目３番２８号

有限会社　藤井薬局 滝川市明神町４丁目１０番８号

そらちぶと調剤薬局 砂川市空知太東１条３丁目１番１５号

調剤薬局ツルハドラッグ砂川店 砂川市西１条南２丁目１－１

有限会社　ウリ薬局 砂川市西１条北１丁目１ー３６

ナカジマ薬局砂川店 砂川市西２条北３丁目１番地１

アース調剤薬局砂川店 砂川市西３条南８丁目２番７号

日本調剤　ホリ薬局 砂川市西３条北２丁目１６番３

はまなす薬局　砂川店 砂川市西３条北３丁目１番２号

なの花薬局砂川店 砂川市西３条北３丁目１番４号

チロル薬局 歌志内市神威２７０番地３０

深川いづみ調剤薬局 深川市４条７番１３号

ほへと調剤薬局 深川市５条１０番１号

なの花薬局深川店 深川市５条７番１号

北海道ファーマライズ深川薬局 深川市５条９番３号

なの花薬局南幌みどり野店 空知郡南幌町栄町１丁目１番２４号

南幌調剤薬局 空知郡南幌町元町２丁目２ー３

リエゾン調剤薬局　奈井江店 空知郡奈井江町字奈井江２１１番地３４

ないえ調剤薬局 空知郡奈井江町字奈井江町１３４番地２

ポプリ薬局奈井江店 空知郡奈井江町字奈井江町２０８－２

つぎたて調剤薬局 夕張郡栗山町字継立２７２番地１

ココカラファイン薬局　栗山店 夕張郡栗山町中央２丁目１１６番地

ロイテ調剤薬局栗山店 夕張郡栗山町中央３丁目３２７

吉井調剤薬局長沼店 夕張郡長沼町栄町１丁目２番１号

長沼調剤薬局 夕張郡長沼町銀座南２丁目１番１８号

調剤薬局ツルハドラッグ長沼店 夕張郡長沼町西１線北３番地

クオール薬局長沼店 夕張郡長沼町西町１丁目８番１３号

アクト調剤薬局 夕張郡長沼町中央南１丁目６番２３号

有限会社　中村薬局 夕張郡長沼町中央北１丁目２番９号

ナカジマ薬局つきがた店 樺戸郡月形町字月形１４６６－６

ほのぼの薬局　浦臼店 樺戸郡浦臼町字ウラウシナイ１８３ー３７

株式会社ホリ薬局　花月店 樺戸郡新十津川町字花月２０１番３５

武藤薬局 樺戸郡新十津川町字中央１８ー１７

しんとつかわ調剤薬局 樺戸郡新十津川町字中央３３６番地１２

ほたる薬局 雨竜郡沼田町南１条１丁目８番２６号

ちっぷべつ調剤薬局 雨竜郡秩父別町秩父別１３１０－２２

胆振地区

みなと薬局 室蘭市海岸町１丁目１番３号

なの花薬局室蘭宮の森店 室蘭市宮の森町１丁目１番３６号

有限会社　プログレス　みやのもり薬局 室蘭市宮の森町４丁目１２番１８号メディカル宮の森１階

なの花薬局御前水店 室蘭市御前水町２丁目７番２３号

みどり薬局 室蘭市幸町７番６号

さくら薬局　室蘭山手店 室蘭市山手町３丁目１２番４号

日本調剤　室蘭薬局 室蘭市山手町３丁目７番１号

アイン薬局室蘭店 室蘭市山手町３丁目７番２号

なの花薬局ことぶき店 室蘭市寿町１丁目１番２０号

オスト薬局かもめ店 室蘭市寿町１丁目５番７号
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なの花薬局母恋店 室蘭市新富町１丁目３番１２号

なの花薬局新富店 室蘭市新富町１丁目４番１号

パルス薬局　知利別店 室蘭市知利別町１丁目２番２４号

パルス薬局　東室蘭店 室蘭市知利別町１丁目３ー２ー２

ちりべつ薬局 室蘭市知利別町１丁目３番１０号土屋マンション１階

ポプラ薬局　東室蘭店 室蘭市知利別町１丁目４番３号

北海道ファーマライズ東室蘭薬局 室蘭市知利別町３丁目５番

なの花薬局室蘭中央店 室蘭市中央町３丁目１番１号

おうらん薬局 室蘭市中島町１丁目２８番１８号メディカル中島Ⅲ１階

調剤薬局ツルハドラッグ室蘭中島北店 室蘭市中島町１丁目２８番９－２

中島薬局本店 室蘭市中島町１丁目３４番７号

こじま薬局　中島店 室蘭市中島町１丁目８番１号

すばる薬局 室蘭市中島町１丁目８番６号　プレアディス中島ビル１階

たいへいばし薬局 室蘭市中島町２丁目２１番１０号メディカル中島１階

エスタ薬局 室蘭市中島町３丁目２２番５号エスタビル１階

こじま薬局 室蘭市東町２丁目１６番地２４号

マリン調剤薬局 室蘭市東町２丁目２２番１４号

アイン薬局東室蘭店 室蘭市東町４丁目１番１７号

アイン薬局白鳥台店 室蘭市白鳥台５丁目１９番２３号

ポチヤ薬局 室蘭市本輪西町１丁目６番９号

ひまわり薬局 室蘭市本輪西町３丁目３４番５号

室蘭ひまわり薬局 室蘭市輪西町２丁目３番２０号

なの花薬局登別桜木店 登別市桜木町３丁目２番地１４

あしたば薬局　登別店 登別市若山町３丁目１２番地５２

みどり薬局　若草店 登別市若草町４丁目２５番地７

クローバー薬局登別店 登別市新生町１丁目２６番２２号

ほくと薬局 登別市新生町３丁目１１番地１８

登別中央調剤薬局 登別市中央町５丁目１番地１

なの花薬局登別温泉店 登別市登別温泉町２２８番地１

アンカー薬局 登別市登別東町２丁目１５番２４

なの花薬局とんけし店 登別市富岸町２丁目２番地１９

ななかまど調剤薬局 登別市富岸町２丁目２番地２１

むらかみ薬局 登別市富士町５丁目１番地１

かえで調剤薬局富士町店 登別市富士町６丁目２１番地６

なの花薬局糸井店 苫小牧市しらかば町１丁目１８番７号

なの花薬局しらかば店 苫小牧市しらかば町６丁目１５番２５号

グリーン調剤薬局　西インター店 苫小牧市ときわ町３丁目１５番１号

グリーン調剤薬局　ときわ店 苫小牧市ときわ町５丁目１８番１８号

グリーン調剤薬局　ときわ東店 苫小牧市ときわ町６丁目２１番５号

タカダ薬局　宮前店 苫小牧市宮前町２丁目３３番５号

有限会社　十字屋薬局 苫小牧市錦町２丁目５番１５号セントラル三条１Ｆ

苫小牧ひまわり薬局 苫小牧市見山町１丁目８番２３号

マリア調剤薬局 苫小牧市元中野町２丁目１７番５号

なの花薬局桜木東店 苫小牧市桜木町１丁目２４番２１号

さくらぎ調剤薬局 苫小牧市桜木町２丁目２５番２３号

なの花薬局桜木店 苫小牧市桜木町３丁目９番３号

なの花薬局苫小牧三光店 苫小牧市三光町１丁目２番５号

日本調剤　三光薬局 苫小牧市三光町２丁目５番５号

ふじい薬局三光町店 苫小牧市三光町５丁目６番１４号

6ページ



薬局名称 住所

ヤマザキ薬局 苫小牧市三光町５丁目６番４号コープさっぽろステイ店内

錦岡薬局 苫小牧市字錦岡５７３番３２０　ドリームショプ　錦西内

樽前調剤薬局 苫小牧市字樽前２２２－３４

なの花薬局若草店 苫小牧市若草町３丁目４番７号

クルミ薬局　若草店 苫小牧市若草町５丁目１０番２４号

ナカジマ薬局　苫小牧店 苫小牧市住吉町１丁目２番８号

調剤薬局ツルハドラッグ苫小牧住吉店 苫小牧市住吉町２丁目２９番

ナカジマ薬局みどりヶ丘店 苫小牧市住吉町２丁目８番１７号

グリーン調剤薬局 苫小牧市新中野町３丁目９番８号

調剤薬局ツルハドラッグ　大成店 苫小牧市新富町１丁目８－２５

なの花薬局苫小牧澄川店 苫小牧市澄川町７丁目１０番３号

ふじい薬局緑ヶ丘店 苫小牧市清水町１丁目２番地１号

苫小牧市民薬局 苫小牧市清水町１丁目５番２９号

なの花薬局川沿店 苫小牧市川沿町４丁目１番６号

川沿調剤薬局 苫小牧市川沿町４丁目８－５

泉町調剤薬局 苫小牧市泉町２丁目５番５号

ふじい薬局　双葉調剤 苫小牧市双葉町１丁目３ー４

アルファ調剤薬局双葉店 苫小牧市双葉町３丁目２６－１４

なの花薬局苫小牧双葉店 苫小牧市双葉町３丁目６番１６号

たいせい薬局 苫小牧市大成町２丁目３番１号

センター薬局　拓勇店 苫小牧市拓勇東町３丁目３番１０号

アルビ調剤薬局　苫小牧店 苫小牧市東開町３丁目１７番１９号

ふじい薬局　沼ノ端店 苫小牧市東開町４丁目２０番１９号

ホワイト調剤薬局 苫小牧市日新町２丁目６番４６号

日本調剤　日新薬局 苫小牧市日新町２丁目７番１５号

調剤薬局ツルハドラッグ苫小牧王子店 苫小牧市表町４丁目３－２３

ふじい薬局　王子通り本店 苫小牧市表町５丁目２－７風都市ビル１階

アスティー調剤薬局 苫小牧市豊川町３丁目６番２号

なの花薬局苫小牧北栄店 苫小牧市北栄町１丁目２２番３９号

調剤薬局ツルハドラッグ沼ノ端北店 苫小牧市北栄町１丁目２３番地１５号

ふじい薬局沼ノ端北調剤 苫小牧市北栄町２丁目２７番３７号

フロンティア薬局苫小牧北栄店 苫小牧市北栄町３丁目５番４号

ふよう調剤薬局 苫小牧市本町１丁目５番１２号

ふじい薬局　明野調剤 苫小牧市明野新町５丁目１３ー２０

木場町薬局 苫小牧市木場町２丁目９番１５号

イオン薬局苫小牧店 苫小牧市柳町３丁目１番２０号

ふじい薬局　柳町店 苫小牧市柳町４丁目１２番１７号

駅前通り調剤薬局 伊達市山下町１５９番地１

上条薬局 伊達市山下町５４番地の２

伊達いづみ調剤薬局 伊達市鹿島町１番地５

あいあい薬局 伊達市鹿島町３１番地１３

かしま調剤薬局 伊達市鹿島町６２番地２

ひかり薬局舟岡店 伊達市舟岡町２１２番地９

ふなおか薬局 伊達市舟岡町３２９番地１３

インター薬局 伊達市松ケ枝町３０番地１３

なの花薬局伊達松ヶ枝店 伊達市松ケ枝町５９番地１８

有限会社　伊達光調剤薬局 伊達市大町３

おおつぼ薬局 伊達市梅本町２番地２

たかの調剤薬局 伊達市梅本町３５番１１号
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なの花薬局伊達梅本店 伊達市梅本町６番地

桜の杜薬局 伊達市末永町４９番地７

アイン薬局伊達店 伊達市末永町５８番地

パルス薬局　伊達店 伊達市末永町６２番２号

ひかり薬局 伊達市末永町６２番地

アオバ薬局 虻田郡洞爺湖町旭町７６番地

ひかり薬局　洞爺湖店 虻田郡洞爺湖町高砂町３２ー４

きりん調剤薬局 虻田郡洞爺湖町泉３４番地２２

有限会社　山本薬局 虻田郡洞爺湖町入江５１番地２１

本町薬局 虻田郡洞爺湖町本町１９５番地１５

株式会社　ほべつ調剤薬局 勇払郡むかわ町穂別８１番地３９

ふじい薬局早来調剤 勇払郡安平町早来大町１４８番地１

ふじい薬局早来大町店 勇払郡安平町早来大町７９－３

ハッピー調剤薬局 勇払郡厚真町京町１００番地１

後志地区

あすなろ薬局　小樽店 小樽市稲穂２丁目１７番１号

なるみ薬局　稲穂店 小樽市稲穂２丁目１９番１２号

いなほ薬局 小樽市稲穂２丁目２２番８号

有限会社　てらにし調剤薬局 小樽市稲穂２丁目２２番８号小樽駅前第一ビル３階

坂の街薬局 小樽市稲穂３丁目２１番１２号

有限会社　グリーン薬局 小樽市稲穂３丁目７番９号

マリン薬局 小樽市稲穂４丁目２番２１号

株式会社　太誠堂薬局 小樽市塩谷２丁目１７番１２号

株式会社シマダ薬局 小樽市奥沢２丁目６番１０号

なの花薬局小樽花園店 小樽市花園２丁目５番４号

クローバー薬局 小樽市花園３丁目１９番１６号

有限会社　錦町調剤薬局 小樽市錦町１５番３号

有限会社　アルブル　イルカ薬局　錦町店 小樽市錦町５番１０号

有限会社　くるみ薬局 小樽市桂岡町２番１９号

アルファ調剤薬局　見晴店 小樽市見晴町９ー１

イルカ薬局幸店 小樽市幸４丁目３０番１８号

なの花薬局　桜店 小樽市桜２丁目２５－１７

なの花薬局　東小樽店 小樽市桜２丁目４番３９号

サッポロドラッグストアー調剤薬局小樽若松店 小樽市若松２丁目６番８号

センター薬局　南小樽店 小樽市住ノ江１丁目２番１５号

わかくさ薬局小樽店 小樽市住ノ江１丁目４番１０号

ノルデン薬局　南小樽店 小樽市住ノ江１丁目４番１２号

クリオネ住ノ江薬局 小樽市住ノ江１丁目４番１４号

住ノ江薬局 小樽市住ノ江２丁目１番２号

日本調剤　小樽薬局 小樽市勝納町８番２５号

松ケ枝堂薬局 小樽市松ケ枝１丁目１８番７号

有限会社　ハルミ薬局 小樽市新光１丁目１０番１２号

ココカラファイン薬局　朝里店 小樽市新光２丁目１４番３５号

木下薬局 小樽市新富町１５番１４号

なの花薬局　まさかえ店 小樽市真栄１丁目６番２号

パシフィック薬局　南小樽店 小樽市潮見台１丁目５番６号

なの花薬局　長橋店 小樽市長橋３丁目８番３号

メルヘン調剤薬局 小樽市入船１丁目８番１６号

ノルデン薬局入船店 小樽市入船２丁目２ー２０
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なの花薬局　南小樽店 小樽市入船２丁目３番２号

あい調剤薬局 小樽市富岡１丁目３番１２号

あけぼの調剤薬局　豊川店 小樽市豊川町３番９号

なの花薬局　望洋台店 小樽市望洋台１丁目８番１号

なの花薬局　小樽山の手店 小樽市緑２丁目２１番２号

昆布温泉薬局 磯谷郡蘭越町字黄金１１８番地７７

寿都そよかぜ薬局 寿都郡寿都町字渡島町７２番地６

秀世堂薬局 虻田郡ニセコ町字富士見２番地５

アイン薬局喜茂別店 虻田郡喜茂別町字喜茂別１３番地４６

京極調剤薬局 虻田郡京極町字京極２３０番地

株式会社　ＹＯＵ　優調剤薬局 虻田郡倶知安町南１条東３丁目３－５０

ヤマヤ薬局 虻田郡倶知安町南３条東１丁目８

有限会社　オリーブ調剤薬局 虻田郡倶知安町北２条西２丁目１８番地

ライク調剤薬局倶知安店 虻田郡倶知安町北２条西３丁目１０－１

あけぼの調剤薬局　倶知安店 虻田郡倶知安町北３条東２丁目６番６

ステラ薬局倶知安店 虻田郡倶知安町北３条東７丁目３－１０

優調剤薬局　２号店 虻田郡倶知安町北４条西３丁目６番１

コスモ調剤薬局　真狩店 虻田郡真狩村字真狩１７－１２

ココカラファイン薬局　岩内店 岩内郡岩内町字栄１７２番地

あけぼの調剤薬局 岩内郡共和町梨野舞納２－２６８

余市ひまわり薬局 余市郡余市町黒川町１２丁目４６番地

ソイック薬局 余市郡余市町黒川町１２丁目８１番地７

スズラン薬局　余市店 余市郡余市町黒川町１９丁目１３番１号

日本調剤　余市薬局 余市郡余市町黒川町１９丁目１５番地１３

レモン薬局 余市郡余市町黒川町２丁目１５番地

大正堂薬局 余市郡余市町黒川町７丁目３５番地

大正堂薬局山田店 余市郡余市町山田町５０番地２３

なの花薬局　余市店 余市郡余市町大川町１５丁目１０番

有限会社　シゲル薬局 余市郡余市町大川町３丁目７４番地

イチノ薬局 余市郡余市町大川町３丁目９１番地

レインボー薬局余市店 余市郡余市町大川町６丁目９２－７

渡島地区

クリオネ東洋薬局 函館市亀田港町１番２１号

レインボー薬局　港店 函館市亀田港町３９番１号

コア薬局　函館亀田港店 函館市亀田港町３９番７－１号

おもと薬局　かめだ店 函館市亀田町１番１１号

函館中央薬局　亀田本町店 函館市亀田本町５５番２号

アカサキ薬局　八幡通店 函館市亀田本町６０番１６号

ホーム薬局　桔梗店 函館市桔梗１丁目２番９号

桔梗調剤薬局 函館市桔梗３丁目２３番１５号

ききょう調剤薬局 函館市桔梗３丁目３０番８号

いちご薬局 函館市桔梗５丁目１４番３号

桔梗タウン薬局 函館市桔梗５丁目７番１６号

函館中央薬局　桔梗店 函館市桔梗町４１８番地１４５

レインボー薬局宮前店 函館市宮前町２０番２号

ココカラファイン薬局　函館駒場店 函館市駒場町５番１４号

そうごう薬局　函館駒場店 函館市駒場町５番２１号

函館中央薬局　元町店 函館市元町２８番１４号

アサヒ調剤薬局株式会社　五稜郭支店 函館市五稜郭町１１番１８号
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あんず薬局　五稜郭店 函館市五稜郭町２０番１７号

スマイル薬局 函館市五稜郭町２８番２４号

サンセイ調剤薬局 函館市五稜郭町３４番１２号

日本調剤　杉並薬局 函館市五稜郭町３４番１５号

クリオネさくら公園薬局 函館市五稜郭町４０番１号

クリオネ　港町薬局 函館市港町１丁目１１番１６

アイン薬局　函館みなと店 函館市港町１丁目１２番２９号

調剤薬局ツルハドラッグ五稜郭店 函館市港町１丁目１番２号

あおい薬局 函館市若松町２５番３号

ニック函館センター薬局 函館市昭和１丁目２４番２０号ランドマーク昭和１０２

コア薬局　函館昭和店 函館市昭和１丁目２９番７号昭和タウンプラザＡ館２階

函館中央薬局　昭和店 函館市昭和２丁目１８番１１号プリムローズＡ号室

おもと薬局昭和店 函館市昭和２丁目３７番１９号

はこだて調剤薬局昭和店 函館市昭和３丁目３６番８号

函館中央薬局 函館市松川町１０番１号

さくら薬局　函館松川店 函館市松川町４１番３号

調剤薬局ツルハドラッグ　函館松風店 函館市松風町１２番６号

川田調剤薬局 函館市松風町１９番１１号

ヒカリ調剤薬局　松風店 函館市松風町２０番１５号

日本調剤　深堀薬局 函館市深堀町１１番１号

サンセイ調剤薬局本店 函館市杉並町１２番７号

五稜郭調剤薬局 函館市杉並町１５番５号

ワールド薬局杉並店 函館市杉並町４番１号

あおぞら薬局　石川店 函館市石川町１４９番地８

調剤薬局ツルハドラッグ函館石川店 函館市石川町３１５番地９

おもと薬局　石川店 函館市石川町４５１番地４

おもと薬局　セカンド石川 函館市石川町４５７番１

たけうち薬局 函館市銭亀町５７番地

大手町クサカリ薬局 函館市大手町１番１９号

シマダ薬局おおてまち店 函館市大手町２番５号

レインボー薬局大川店 函館市大川町１２番２１号

おもと薬局　大川店 函館市大川町８番２３号

やよい調剤薬局 函館市大町４－４

レインボー薬局かじ店 函館市鍛治１丁目１４番２号

さくら薬局　函館中道店 函館市中道１丁目２５番２６号

はこだて調剤薬局 函館市中道１丁目４番１１号

しらかば薬局 函館市中道２丁目５１番３号

マリン薬局 函館市東雲町６番１号

クスリのスズキ　東山店 函館市東山２丁目１番２６号

サフラン調剤薬局湯の川店 函館市湯川町１丁目１７番３６号

有限会社　おおたに調剤薬局 函館市湯川町１丁目２２ー１５

みすず調剤薬局　湯の川店 函館市湯川町２丁目１７－９

調剤薬局ツルハドラッグ　湯川店 函館市湯川町２丁目１８番１０号

ミドリ調剤薬局 函館市湯川町２丁目３７番５号

調剤薬局　ルピナス 函館市湯川町３丁目２５番１５号

レインボー薬局　恵山店 函館市日ノ浜町２２番地２

アイン薬局　函館日吉店 函館市日吉町１丁目１４番３号

おもと薬局　日吉店 函館市日吉町１丁目１番１４号

あおぞら薬局　日吉文教通り店 函館市日吉町２丁目１番１号
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あおぞら薬局日吉店 函館市日吉町２丁目９番８号

日吉　調剤薬局 函館市日吉町３丁目４３番２０号

ひまわり調剤薬局 函館市日吉町３丁目５番８号

かすみ園薬局 函館市柏木町１０番６号

さくら薬局　函館柏木店 函館市柏木町１１番７号

アカサキ薬局　柏木店 函館市柏木町１５番４号

函館中央薬局　美原店 函館市美原２丁目４６番２５号

支所前みはら薬局 函館市美原３丁目２番１３号

レインボー薬局　美原店 函館市美原５丁目１９番２号

レインボー薬局　戸井店 函館市浜町３５５番地６

おおつき薬局 函館市富岡町２丁目２３番１６号

ほのぼの薬局　富岡店 函館市富岡町３丁目３０番２１号

タカラ薬局 函館市宝来町８番１０号

おもと薬局十字街店 函館市豊川町１番２号

フジ調剤薬局　西部店 函館市豊川町２番２号

グリーン調剤　堀川店 函館市堀川町８番３号

函館中央薬局　五稜郭店 函館市本町２０番１５号

シマダ薬局　五稜郭店 函館市本町２８番１３号

日本調剤本町薬局 函館市本町３３番３号

アイン薬局　函館中央店 函館市本町３５番６号

ハート薬局 函館市本通１丁目７番２２号メディカルプレイス１Ｆ

株式会社　ヨシコンメディカルファーマシー 函館市本通２丁目３１番６号

南本通薬局 函館市本通３丁目９番１９号

白ゆり薬局　末広店 函館市末広町３番１４号

万代調剤薬局 函館市万代町１番１６号

レインボー薬局中央店 函館市梁川町１６番４号

アイリス調剤薬局 北斗市開発２２５番地の７

レインボー薬局　上磯店 北斗市久根別１丁目２６番８号

せせらぎ薬局 北斗市細入１６４

わかば薬局 北斗市中央２丁目４番１号

ホーム薬局グリーンヴィラ店 北斗市追分２丁目６６番１号

かもめ調剤薬局　東浜店 北斗市東浜２丁目１４番１６号

おごし薬局　いなり店 北斗市飯生１丁目２番２１号

アサヒ調剤薬局株式会社　北斗支店 北斗市飯生２丁目１０番１１号

天賜堂薬局北斗店 北斗市本町５丁目３３番３０号

日本調剤　松前薬局 松前郡松前町字大磯１９０番１

レインボー薬局　知内店 上磯郡知内町重内３１番１４８

さくら薬局　木古内店 上磯郡木古内町字本町７０７番７

アサヒ調剤薬局株式会社七飯支店 亀田郡七飯町字本町６丁目６番６号

ホーム薬局　藤城店 亀田郡七飯町上藤城１２５番３

サフラン調剤薬局　中央店 亀田郡七飯町大中山２丁目１９－２０

有限会社　ワールド薬局 亀田郡七飯町本町３丁目１０番４７号

ホーム薬局七飯店 亀田郡七飯町本町３丁目９番２８号

ただ調剤薬局 亀田郡七飯町本町６丁目７番４１号

あかまつ調剤薬局 亀田郡七飯町鳴川５丁目１番５号

さくら薬局　鹿部店 茅部郡鹿部町字鹿部１００番１１４

みゆき町薬局 茅部郡森町字御幸町３１－９

みなと町調剤薬局 茅部郡森町字港町１８６番地の１０

さくら薬局　森店 茅部郡森町字上台町３２６番地１６２
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レインボー薬局森川店 茅部郡森町字森川町２７８番地１３０

もりかわ町薬局 茅部郡森町森川町９９番地

アイン薬局八雲新店 二海郡八雲町東雲町５１番９７

アイン薬局八雲店 二海郡八雲町東雲町５１番地

日本調剤　東雲薬局 二海郡八雲町東雲町５１番地４

有限会社　山本薬局 二海郡八雲町富士見町４４

日本調剤　長万部薬局 山越郡長万部町字長万部１８番地３０

コスモ調剤薬局長万部店 山越郡長万部町字長万部１８番地の２６

檜山地区

あっさぶ調剤薬局 檜山郡厚沢部町新町１６番地

ドラッグまるや調剤部 檜山郡厚沢部町新町３６番地の１

いにしえ調剤薬局 檜山郡江差町字姥神町８５番１号

株式会社あさひ薬局　江差店 檜山郡江差町字中歌町１９９番地１０

サンセイつじ薬局 檜山郡江差町字伏木戸町５３１－４

アイン薬局　江差店 檜山郡江差町字伏木戸町５３１－７

江差調剤薬局 檜山郡江差町字伏木戸町５５４－２

つじ薬粧調剤部 檜山郡江差町字本町４０番地

キタガワ薬局 久遠郡せたな町北檜山区北檜山２１番地

さくら薬局　せたな店 久遠郡せたな町北檜山区北檜山３７５番３

コスモ調剤薬局今金店 瀬棚郡今金町字今金３５９番地３２

アイン薬局今金店 瀬棚郡今金町字今金４８番地１６
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