
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

（道北・道東地区）
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薬局名称 住所

宗谷地区

アイン薬局　稚内栄店 稚内市栄１丁目２４番４号

調剤薬局ツルハドラッグ稚内栄店 稚内市栄５丁目８番１１号

ミント調剤薬局　稚内店 稚内市港３丁目４番１４号

えびす薬局　南稚内店 稚内市港４丁目８番１６号

調剤薬局ツルハドラッグ南稚内店 稚内市大黒２丁目３番地

えびす薬局駅前店 稚内市中央２丁目１２番２４号

日本調剤　稚内中央薬局 稚内市中央４丁目１０番１０号

アイン薬局　稚内店 稚内市中央４丁目１４番４３号

株式会社稚内薬局あんず調剤 稚内市潮見３丁目５番３号

レインボーフォレスト薬局 稚内市潮見３丁目６番３１号

ユアーズ調剤薬局 稚内市富岡４丁目３番１号

アイン薬局　稚内末広店 稚内市末広３丁目６番２号

えびす薬局　豊富店 天塩郡豊富町東１条８丁目

すずらん薬局中頓別店 枝幸郡中頓別町字中頓別１７５番地３５

キタ調剤薬局天塩店 天塩郡天塩町川口５６９９－１３

トナカイ調剤薬局 天塩郡幌延町１条北２丁目１番地２３

ファーマシーサエキ 利尻郡利尻町沓形字本町４４番地

オホーツク地区

とんでん調剤薬局 北見市とん田西町２１１番地２２

有限会社クリニクス調剤薬局　北見桂町店 北見市桂町１丁目２０６番７１

有限会社　髙橋薬局　北見支店 北見市公園町１１３ー８

有限会社　三本木薬局幸店 北見市幸町１丁目２番８号

フィール調剤薬局　夕陽ヶ丘店 北見市高栄東町１丁目２４番２４号

高栄調剤薬局 北見市高栄東町４丁目１番１０号

ふじき調剤薬局 北見市三楽町１３４－３

アイン薬局北見店 北見市寿町２丁目４－１０

フィール調剤薬局　寿店 北見市寿町３丁目４番２０

ためくに調剤薬局 北見市春光町２丁目１５５番地６

イワタ調剤薬局 北見市清月町８ー１

ウイズ調剤薬局 北見市双葉町２丁目２番４号

なの花薬局大通店 北見市大通西２丁目１番地まちきた大通ビル１Ｆ

大通東調剤薬局 北見市大通東５丁目１３番１

ポテト端野薬局 北見市端野町一区６６７番５

フィール調剤薬局　愛し野店 北見市端野町三区３６６番地１０

有限会社　三本木薬局端野店 北見市端野町二区７９３－３

調剤薬局ツルハドラッグ北見メッセ店 北見市中央三輪５丁目４２３番地５

サンライズ調剤薬局 北見市中央三輪５丁目４２７番地６５号

アリエス薬局 北見市東三輪２丁目５４番地９

アイン薬局北見美山店 北見市美山町東２丁目６８番６９号

なの花薬局一条店 北見市北１条西４丁目２番地１

２条調剤薬局 北見市北２条西３丁目１４番地２

ひまわり調剤薬局 北見市北２条西４丁目１２番地３

株式会社　アカシヤ堂薬局 北見市北４条西３丁目２番地

ポテト五条薬局 北見市北５条西４丁目７番地２

なの花薬局北５条店 北見市北５条東３丁目２番地

ミント調剤薬局 北見市北６条東２丁目１番地５

きたみ調剤薬局 北見市北６条東３丁目２番３

あおぞら調剤薬局 北見市北７条東１丁目６番
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薬局名称 住所

もとまち調剤薬局 北見市本町３丁目７番７号

つくし調剤薬局 北見市留辺蘂町温根湯温泉４３８番地１

アイン薬局常呂町店 北見市常呂町字常呂５７３－２

つつじ薬局 網走市つくしケ丘３丁目３番１－２号

アイン薬局網走桂町店 網走市桂町４丁目７番４７号

山神薬局　向陽ケ丘店 網走市向陽ケ丘１丁目３番１３号

あばしり調剤薬局 網走市向陽ケ丘１丁目４番７号

有限会社　田中十字堂　潮見店 網走市潮見５丁目１２０番４

ナカジマ薬局網走南４条店 網走市南４条西４丁目３－１

株式会社　日下部薬局　網走支店 網走市南４条東１丁目１０番地４

ひまわり薬局南六条店 網走市南６条東１丁目１番地

なの花薬局幸町店 紋別市幸町６丁目１番１０号

なの花薬局メモリアル店 紋別市幸町７丁目１－６

調剤薬局ツルハドラッグ紋別店 紋別市緑町４丁目１５番２２号

リリー調剤薬局　小清水店 斜里郡小清水町字小清水３５７番地

ナカジマ薬局小清水店 斜里郡小清水町字小清水６４７

ポテトきよ里薬局 斜里郡清里町羽衣町３５番地３５

有限会社　斉藤薬局 網走郡大空町女満別西１条３丁目１番１８号

加藤信陽堂 網走郡津別町字幸町５番地

調剤薬局ツルハドラッグ美幌店 網走郡美幌町字稲美８９－４

ひさやま薬局 網走郡美幌町字大通北３丁目１２番地

株式会社　カドカワ薬局　仲町店 網走郡美幌町字仲町１丁目１０１番地の１

中村薬局 網走郡美幌町字仲町２丁目４６番地

かつや薬局 網走郡美幌町字東１条北３丁目２番地１

なの花薬局サロマ店 常呂郡佐呂間町字永代町１６６－２

株式会社イチマル 紋別郡遠軽町丸瀬布中町１４番地

プラチナ調剤薬局 紋別郡遠軽町大通南１丁目４番３２

パール薬局　遠軽店 紋別郡遠軽町大通北９丁目２－４４

なの花薬局興部店 紋別郡興部町字興部５９８－２

たきのうえ調剤薬局 紋別郡滝上町字サクルー原野１６０５番５５

アイン薬局中湧別店 紋別郡湧別町中湧別中町３０２０番１５

有限会社サカイ薬局 紋別郡湧別町中湧別中町５７９番地

はまなす調剤薬局 紋別郡雄武町字雄武１４６３番地５

上川地区

平成堂調剤薬局　一条店 旭川市１条通１８丁目１７３番３

調剤薬局ツルハドラッグ　旭川日赤前店 旭川市１条通１丁目３番２３２

道北調剤薬局 旭川市１条通２５丁目４８９番地７９

アイン薬局旭川一条通店 旭川市１条通６丁目７８番１クリスタルビル１Ｆ

十仁薬局 旭川市１条通８丁目５０４番地　西武パーキングビル２階

あしたば薬局　日赤前店 旭川市２条通１丁目４９９－１

日本調剤　旭川二条薬局 旭川市２条通１丁目４９９ー３

アイン薬局旭川曙店 旭川市２条通１丁目右１号

くどう薬局 旭川市３条通２丁目左８号

三条北海調剤薬局 旭川市３条通９丁目１７０４番５３

ココカラファイン薬局　旭川四条店 旭川市４条西３丁目１－１１

はな保険薬局 旭川市４条西７丁目１番３－１号

株式会社　中央薬局 旭川市４条通１１丁目２２３０番地の２

太光堂薬局 旭川市４条通１３丁目１４３４番３号

日本調剤　旭川四条薬局 旭川市４条通１３丁目８３４番地
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薬局名称 住所

ぎんざ調剤薬局 旭川市４条通１４丁目１６０６－１

マツモトファーマシーユーアンドアス薬局 旭川市４条通１６丁目４１２番１

飛騨調剤薬局 旭川市４条通１８丁目９２９－１

アイン薬局旭川中央店 旭川市４条通９丁目１７０３番７３

アイン薬局旭川八条通店 旭川市８条通１０丁目２１９１番地３３９

いるか薬局 旭川市旭町２条１０丁目１２８番地２０５

有限会社　コマヤ薬局 旭川市旭町２条３丁目１１番２９

旭町調剤薬局 旭川市旭町２条４丁目１２番地３０８

マリー薬局 旭川市旭町２条６丁目１２番地７４オークヒルズ２・６　１階

有限会社　パワーズ薬局 旭川市永山１１条４丁目１１９番地５１

恵愛調剤薬局永山店 旭川市永山２条１６丁目５番１４号

永山中央薬局 旭川市永山２条２０丁目７番１１号

パルム薬局　永山店 旭川市永山３条１３丁目２番１号

オーベル薬局　永山店 旭川市永山３条２２丁目３番４号

調剤薬局クスリのツルハ　永山３条店 旭川市永山３条４丁目３番１号

わかば調剤薬局 旭川市永山３条７丁目１番８号

ふじさわ薬局永山４条店 旭川市永山４条１０丁目２番１４号

旭川メロディー薬局　環状通り店 旭川市永山４条５丁目１－２０

はまなす薬局 旭川市永山４条６丁目６３番

ハート薬局ながやま店 旭川市永山５条１１丁目１番９号

なの花薬局永山店 旭川市永山６条１１丁目６番１６号

はやし調剤薬局 旭川市永山７条１０丁目１ー２

株式会社　ロータリー調剤薬局せせらぎ店 旭川市永山７条１６丁目２番１６

調剤薬局ツルハドラッグ永山７条店 旭川市永山７条４丁目１００ー９９

有限会社健保堂エール薬局 旭川市永山７条５丁目１番５号

永山南調剤薬局 旭川市永山８条５丁目１番２号

はなさき調剤薬局 旭川市花咲町７丁目３８４２番の３

イオン薬局旭川駅前店 旭川市宮下通７丁目２番５号

あすなろ調剤薬局 旭川市宮下通７丁目３８９７番地旭川駅前ビル４階

十仁薬局　宮下店 旭川市宮下通９丁目３９６ー１たまメディカルビル１階

調剤薬局ツルハドラッグ錦町店 旭川市錦町１５丁目２９０３番２

どんぐり調剤薬局 旭川市錦町１７丁目２６６２番地の１

株式会社ロータリー調剤薬局北星店 旭川市錦町１９丁目２１６６番２８８

日本調剤　旭橋薬局 旭川市金星町１丁目１

旭薬　ナナカマド薬局 旭川市金星町１丁目２ー１５

旭川中央薬局 旭川市金星町１丁目２番１７号

アイン薬局旭川店 旭川市金星町１丁目２番３号

カブトヤ薬局 旭川市九条通１４丁目右１０号

有限会社　野間漢方薬局 旭川市秋月２条１丁目６番１００

日本調剤春光一条薬局 旭川市春光１条８丁目１２番３６号

アイランド薬局春光店 旭川市春光１条９丁目１番２８号

啓北薬局 旭川市春光３条９丁目５番３号

コマヤ春光調剤薬局 旭川市春光４条７丁目５－１５

しんとみ調剤薬局 旭川市新富２条１丁目１番１３号

ハート薬局かぐら店 旭川市神楽２条４丁目２番１２号

神楽調剤薬局 旭川市神楽３条２丁目２８６

アイランド薬局神楽店 旭川市神楽５条１４丁目１番７号

アイン薬局旭川神楽岡店 旭川市神楽岡１４条３丁目２－１１

十字街中央薬局 旭川市神居１条１０丁目２番９号
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薬局名称 住所

サンビレッジ調剤薬局 旭川市神居２条１８丁目１６番地１５

神居西中央薬局 旭川市神居２条６丁目２番１４号

マツモトファーマシー神居すみれ薬局 旭川市神居３条１０丁目３０７－２

カムイの森調剤薬局 旭川市神居３条４丁目１番４号

エースリー調剤薬局　神居店 旭川市神居３条９丁目１ー３

調剤薬局　ツルハドラッグ大町店 旭川市大町２条１４丁目

調剤薬局ツルハドラック旭川大町３条店 旭川市大町３条５丁目２３９７－１８

忠和調剤薬局 旭川市忠和４条５丁目４番１号

なの花薬局忠和店 旭川市忠和４条６丁目３番１０号

なの花薬局東旭川店 旭川市東旭川南１条５丁目８番１８号

ココカラファイン薬局　東旭川店 旭川市東旭川北１条６丁目６番２号

アイン薬局旭川北店 旭川市東旭川北３条５丁目３－１７

あすか薬局 旭川市東光１１条３丁目３番

まつもと調剤薬局 旭川市東光１３条１丁目５番４号

平成堂調剤薬局 旭川市東光１５条５丁目４番６号

クリオネシェリール薬局 旭川市東光１７条９丁目１番１２号

ハート薬局 旭川市東光１条１丁目４番８号

パルム薬局 旭川市東光１条６丁目２番４号

松野薬局　東光店 旭川市東光３条６丁目１ー２３

ひかり調剤薬局 旭川市東光５条６丁目３番３号

東光調剤薬局 旭川市東光９条３丁目１番１２号

早坂調剤薬局　東光９条店 旭川市東光９条６丁目１番１２号

アイン薬局旭川東鷹栖店 旭川市東鷹栖１条１丁目６３５番地３１８

南四条中央薬局 旭川市南４条通２２丁目３番地の５１

なの花薬局豊岡店 旭川市豊岡２条６丁目６番９号

きのえ薬局 旭川市豊岡２条７丁目４番１１号

北海調剤薬局 旭川市豊岡４条３丁目３番８号

レント豊岡調剤薬局 旭川市豊岡６条４丁目１１番１６号

だいいち薬局　クスリのだいいち 旭川市豊岡６条６丁目７番１５号

アイン薬局豊岡店 旭川市豊岡７条２丁目１番７号

豊岡聖園調剤薬局 旭川市豊岡８条５丁目１番２０号

北日本調剤あたご調剤薬局 旭川市豊岡９条７丁目１番２号

本町中央薬局 旭川市本町３丁目４３７番地の１７

しろくま調剤薬局 旭川市末広１条５丁目１番２６号

センター薬局高台通店 旭川市末広２条１丁目１番１０号

有限会社　ふじさわ薬局 旭川市末広２条６丁目６番１２号

旭川薬局 旭川市末広３条３丁目２番１６号

早坂調剤薬局末広４条店 旭川市末広４条１丁目１番５号

ふじさわ薬局　末広５条店 旭川市末広５条１２丁目１－１６

オレンジ薬局 旭川市末広６条４丁目１番１８号

レント調剤薬局 旭川市末広東１条２丁目２番４号

末広東調剤薬局 旭川市末広東１条２丁目４９番地１３１

きりん調剤薬局末広店 旭川市末広東１条３丁目２番７号

北日本調剤末広調剤薬局 旭川市末広東１条５丁目１番５号

末広みくに調剤薬局 旭川市未広東１条１丁目２番１号

医大前グリーンヒル薬局 旭川市緑が丘２条４丁目１１番５号

旭薬みどりがおか薬局 旭川市緑が丘２条４丁目１２番地３

旭川医大前調剤薬局 旭川市緑が丘２条４丁目６番２２号

日本調剤　旭川薬局 旭川市緑が丘東３条１丁目２番１号
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丘のうえ薬局 旭川市緑が丘南１条２丁目３番１１号

イオン薬局旭川西店 旭川市緑町２３丁目２１６１番地３

有限会社　大谷薬局 士別市大通西７丁目７１１ー４

朝日調剤薬局 士別市朝日町中央４０２９番地５３

士別調剤薬局 士別市東１１条４丁目３０２９番地２８

アイン薬局士別店 士別市東１１条６丁目２３０９番２

平成堂調剤薬局　士別店 士別市東１条９丁目９番２

有限会社　池田薬局 名寄市西１条南５丁目１０番地

有限会社　今田薬局 名寄市西３条南７丁目１番地

風連調剤薬局 名寄市風連町本町７７番１

さくら薬局　富良野店 富良野市錦町１番１号

日本調剤　桂木薬局 富良野市桂木町２番７８号

紅屋薬局 富良野市幸町７番２８号

なの花薬局ネーブル店 富良野市幸町９番１０号

日本調剤　ふらの薬局 富良野市住吉町３番２７号

どろっぷ調剤薬局 富良野市住吉町３番３１号

ステラ調剤薬局　富良野店 富良野市末広町７番２５号

なの花薬局ふらの店 富良野市弥生町６番３２号

調剤薬局ツルハドラッグ富良野緑町店 富良野市緑町１番１４号

愛別調剤薬局 上川郡愛別町字本町１５７番地１

剣淵調剤薬局 上川郡剣淵町仲町１６番３

センター薬局　上川店 上川郡上川町花園町２１２番３

和寒調剤薬局 上川郡和寒町字西町１０９番地

ココカラファイン薬局　鷹栖メロディー店 上川郡鷹栖町南一条２丁目１番１号

ひがしかわ薬局 上川郡東川町東町１丁目１４番２号

当麻はまなす薬局 上川郡当麻町４条西３丁目１６１２番地５８

当麻薬局 上川郡当麻町４条西３丁目１７番２１号

比布調剤薬局 上川郡比布町中町２丁目２番３４号

アイン薬局美瑛店 上川郡美瑛町中町４丁目１００－１０４

美瑛調剤薬局 上川郡美瑛町本町３丁目１０１番８０

松井薬局 空知郡上富良野町錦町２丁目２番１号

ほたる調剤薬局上富良野店 空知郡上富良野町大町３丁目３－４１

有限会社　フクヤ薬局 空知郡上富良野町中町２丁目３番２４号

さいほう薬局 空知郡南富良野町字幾寅６１７－２３

くろだ薬局 空知郡南富良野町字幾寅市街６１７ー２４

日高地区

こもれびの森薬局 沙流郡日高町栄町東１丁目３０３番２３

あおば調剤薬局　富川店 沙流郡日高町富川北６丁目２番１０号

平取町民薬局 沙流郡平取町本町６６番地３

新冠薬局 新冠郡新冠町字中央町２４番地１４

なの花薬局荻伏店 浦河郡浦河町荻伏町３４番２

ポプラ薬局　浦河店 浦河郡浦河町堺町東１丁目１２番１号

株式会社　浦河薬局 浦河郡浦河町堺町東１丁目３番１４号

よしづ薬局 浦河郡浦河町堺町東２丁目１３番３号

株式会社　アミヤ薬局 浦河郡浦河町大通３丁目６番地

有限会社　奈良薬局 浦河郡浦河町大通り３丁目５３番地ショッピングセンターミオ内

有限会社　めぐみ調剤薬局 浦河郡浦河町東町かしわ１丁目２２０番地の１３

なの花薬局浦河店 浦河郡浦河町東町ちのみ１丁目１番９号

えりも調剤薬局 幌泉郡えりも町字本町２１５．２１６．２１７
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様似調剤薬局 様似郡様似町大通２丁目６９番地

なの花薬局静内みゆき店 日高郡新ひだか町静内御幸町２丁目４番１１号

アイン薬局新ひだか店 日高郡新ひだか町静内高砂町３丁目１番１３号

なの花薬局静内高砂店 日高郡新ひだか町静内高砂町３丁目９番８６号

イルカ薬局　静内店 日高郡新ひだか町静内青柳町４丁目１４番８号

なの花薬局静内緑町店 日高郡新ひだか町静内緑町４丁目１番２号

十勝地区

コトブキ調剤薬局　帯広店 帯広市稲田町基線７番５２

かわかみ調剤薬局 帯広市稲田町基線７番地５３号

まつもと薬局　自由が丘店 帯広市自由が丘１丁目１番１

せいりゅう薬局 帯広市清流東１丁目１番地３０

ホシバ薬局西１２条店 帯広市西１２条北２丁目４－１１

まつもと薬局　南町店 帯広市西１４条南３４丁目４番地２

どんぐり調剤薬局　協立病院前店 帯広市西１６条北１丁目２７－１３１

タケダ薬局 帯広市西１６条北１丁目２７番１１４

もみの木薬局 帯広市西１７条北２丁目４７番地１５号

やよい調剤薬局 帯広市西１８条南３１丁目４番地３

楓薬局南店 帯広市西１８条南３３丁目２番５

快晴薬局 帯広市西１８条南３丁目１番１７号

ナンバ薬品株式会社柏林台支店 帯広市西１８条南３丁目２番地

加藤薬局　緑西店 帯広市西１８条南４丁目１５番１６号

まつもと薬局　フロンティア店 帯広市西１８条北２丁目２９番６

タケダ薬局　西支店 帯広市西１９条南３丁目３５番５号

つがやす薬局西１条店 帯広市西１条南１２丁目１４番地１

有限会社　林調剤薬局 帯広市西２０条南２丁目３８番地１４号

アイン薬局帯広西店 帯広市西２０条南２丁目５番地１４号

まこと薬局 帯広市西２０条南３丁目２番地４

調剤薬局ツルハドラッグニュータウン店 帯広市西２１条南３丁目４番７号

加藤薬局西２１条店 帯広市西２１条南５丁目３５番地７

パーク薬局西店 帯広市西２２条南４丁目２０番地１１

楓薬局西２３条店 帯広市西２３条南１丁目１２９番３１

つつじが丘薬局 帯広市西２３条南２丁目１６番地４５

株式会社　はら調剤薬局　西帯店 帯広市西２４条南３丁目３１－１２

ナカジマ薬局　西２５条店 帯広市西２５条南１丁目１４番４８号

フォー・ユウ調剤薬局 帯広市西２条南１１丁目１６番地１　第３エーワンビル１階

いしはら薬局 帯広市西２条南２３丁目９番地１

よつば調剤薬局 帯広市西２条南２丁目１８番地４

ひばり薬局 帯広市西３条南１２丁目１センターシティ３　１階

コスモ調剤薬局帯広西４条店 帯広市西４条南１０丁目４４

楓薬局　中央店 帯広市西４条南１５丁目１７番地４

楓薬局めいせい店 帯広市西５条南２１丁目２番地３

楓薬局西５条店 帯広市西５条南２４丁目１４番１

こばと薬局みなみ 帯広市西５条南３７丁目１番２３号

保険薬局エルム・ファーマシー 帯広市西５条南３７丁目２番地２５

まつもと薬局西６条店 帯広市西６条南６丁目４番２

ナカジマ薬局いなだ店 帯広市西７条南３４丁目４０－３

フォー・ユウ調剤薬局西７条店 帯広市西７条北１丁目２番

調剤薬局ツルハドラッグ帯広西８条店 帯広市西８条南１０丁目１－１

加藤薬局　南店 帯広市西８条南２６丁目５７番地
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あじさい薬局 帯広市西９条南１２丁目４番地１

イナガミ薬局　大空店 帯広市大空町３丁目１４番地の４

大正薬局 帯広市大正本町西１条３丁目６番地３

ユーアイファーマシー 帯広市大通南１３丁目１７番地

すずか調剤薬局 帯広市大通南１６丁目７番２

東明調剤薬局 帯広市東１３条南５丁目３番地

つがやす薬局東２条店 帯広市東２条南１４丁目１番地２

有限会社　こばと薬局 帯広市東３条南９丁目１６

つがやす薬局東４条店 帯広市東４条南１１丁目２番地３

楓薬局東４条店 帯広市東４条南６丁目２０番１

ポテト調剤薬局　光南店 帯広市東５条南２０丁目１ー２０

ナカジマ薬局　協会病院前店 帯広市東６条南８丁目１９番地

まつもと薬局 帯広市東６条南９丁目１４番地１

日本調剤　帯広薬局 帯広市東６条南９丁目１６番地１

パルス薬局　帯広店 帯広市東６条南９丁目２０番地の１

有限会社　こひつじ薬局 帯広市南の森西９丁目１１番１６号

新緑通り調剤薬局 帯広市白樺１６条東１９丁目１５番地

なかむら薬局 河西郡芽室町西３条３丁目１番８

太陽堂薬局 河西郡芽室町東１条２丁目１番地

ナカジマ薬局　めむろ店 河西郡芽室町東４条２丁目１９ー１

つがやす薬局　芽室店 河西郡芽室町東７条６丁目２番１２

正木薬局めむろーど店 河西郡芽室町本通１丁目１９番地

フナキ調剤薬局 河西郡更別村字更別１９０番１８

公園通り調剤薬局 河東郡音更町すずらん台仲町１丁目１番地

株式会社　向平健康堂薬局 河東郡音更町大通７丁目３番地

おとふけ調剤薬局 河東郡音更町大通７丁目３番地１８

南すずらん薬局 河東郡音更町南鈴蘭北６丁目１１番地

アリエス調剤薬局 河東郡音更町木野西通１５丁目１番地１３

とかち木野薬局 河東郡音更町木野西通１５丁目５番地９５

株式会社　はら調剤薬局音更店 河東郡音更町木野西通１６丁目１－２９

調剤薬局ツルハドラッグ音更店 河東郡音更町木野大通西１５丁目２番４

楓薬局 河東郡音更町木野大通東１４丁目１番３３

ナカジマ薬局木野東店 河東郡音更町木野大通東１５丁目２番１４

アイン薬局音更店 河東郡音更町木野大通東１６丁目２番地１３

音更まる薬局 河東郡音更町木野大通東１７丁目１番地４

あおば薬局　音更店 河東郡音更町木野大通東２丁目１－６２

有限会社　大口薬局 河東郡士幌町字士幌西２線１６１番地Ａコープ内

しほろ調剤薬局 河東郡士幌町字士幌西２線１６７番地

とびなが薬局新得調剤センター 上川郡新得町３条南５丁目６番地

有限会社　フジモト天光堂薬局 上川郡清水町字御影本通リ２丁目２０

ナカジマ薬局　清水店 上川郡清水町南２条３丁目１ー４

しみず中央薬局南４条店 上川郡清水町南４条４丁目８番２

有限会社　タカダ薬局 広尾郡広尾町本通６丁目４番地

いずみ薬局 広尾郡大樹町１条通３４－２

快晴薬局大樹店 広尾郡大樹町字大樹６－３２

たいき調剤薬局 広尾郡大樹町寿通３丁目４４番地３

オリーブ薬局 広尾郡大樹町西本通９８番地

つがやす薬局　池田店 中川郡池田町字東２条７ー１１

とよころ調剤薬局 中川郡豊頃町茂岩栄町１０７番３２
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つがやす薬局　幕別店 中川郡幕別町錦町１１８－１

なの花薬局札内店 中川郡幕別町札内新北町４番地

せせらぎ薬局 中川郡幕別町札内北栄町２番地１３

遠藤調剤薬局 中川郡幕別町忠類幸町９番地１

パーク薬局 中川郡幕別町緑町２１番地

ほんべつ調剤薬局 中川郡本別町南１丁目６番地２５

有限会社　小林薬局 足寄郡足寄町南１条２丁目１番地

ナカジマ薬局あしょろ南２条店 足寄郡足寄町南２条２丁目７番地６

ナカジマ薬局　足寄店 足寄郡足寄町南５条３丁目３－５

つがやす薬局　足寄店 足寄郡足寄町北１条３丁目６番地

北海道ファーマライズ　陸別薬局 足寄郡陸別町字陸別原野分線５番地５

うらほろ調剤薬局 十勝郡浦幌町字幸町７５番地５

釧路地区

阿寒まりも薬局 釧路市阿寒町中央１丁目３番１６号

メモリアル薬局 釧路市愛国１９１番５７１９

アイン薬局釧路芦野店 釧路市芦野１丁目２７番２６号

マルク薬局 釧路市芦野２丁目１番２１号

有限会社　カトウ薬局　浦見店 釧路市浦見４丁目２番２１号

斉藤薬局　貝塚店 釧路市貝塚２丁目６番２８号

斉藤薬局　宮本店 釧路市宮本２丁目５番５号

たかはし薬局本店 釧路市共栄大通７丁目２番１２号

はるか薬局 釧路市治水町６番２号

フロンティア薬局　若竹店 釧路市若竹町１４番１２号

さくら薬局若竹店 釧路市若竹町１４番５号

なの花薬局若竹店 釧路市若竹町７番２３号

とがし薬局 釧路市春採３丁目９番１７号

釧路調剤薬局　春採店 釧路市春採４丁目１１番５号

アイン薬局釧路春採店 釧路市春採７丁目９番１５号

たかはし薬局はるとり店 釧路市春採８丁目２番１５号

なの花薬局昭和店 釧路市昭和中央３丁目２１番１３号

イオン薬局釧路昭和店 釧路市昭和中央４丁目１８番１号

マリナ薬局 釧路市昭和南３－１５－５

たかはし薬局はなしのぶ店 釧路市昭和南３丁目１０番２号

昭和調剤薬局 釧路市昭和南４丁目２５番２１号

まつうら調剤薬局 釧路市松浦町１２番５号

フジタ薬局 釧路市城山１丁目２番１９号

日本調剤　新栄薬局 釧路市新栄町２０番２号

クリオネ新栄薬局 釧路市新栄町２０番５号

フロンティア薬局　新栄店 釧路市新栄町２０番６号

さくら薬局釧路 釧路市新栄町２０番７号

ナガオ薬局新栄館 釧路市新栄町２０番８号

調剤薬局ツルハドラッグ新橋大通店 釧路市新橋大通１丁目２－１７

株式会社　金安薬局　新橋大通店 釧路市新橋大通２丁目２番１６号

調剤薬局　くすり工房新橋館 釧路市新橋大通３丁目２番１５号

たんちょう薬局 釧路市新富町１番２号

大森寿堂薬局 釧路市星が浦大通１丁目５番２５号

星が浦薬局 釧路市星が浦大通３丁目９番地７５

おたのしけ調剤薬局 釧路市大楽毛２丁目２－２５

サトウ薬局調剤センター 釧路市大楽毛４丁目１番６号
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斉藤薬局　大楽毛店 釧路市大楽毛５丁目８番１９号

調剤薬局ツルハドラッグ中園店 釧路市中園町１０番１１号

なの花薬局中園店 釧路市中園町１１番１６号

日本調剤　中園薬局 釧路市中園町６番１２号

有限会社　カトウ薬局鳥取店 釧路市鳥取大通３丁目１１番７号

フロンティア薬局　鳥取店 釧路市鳥取大通５丁目１５番１号

くしろ市民薬局 釧路市鶴ケ岱２丁目３番４号

フロンティア薬局　鶴ヶ岱店 釧路市鶴ケ岱２丁目３番５号

日本調剤　釧路薬局 釧路市鶴ケ岱２丁目３番７号

斉藤薬局　東川店 釧路市東川町３番６号

株式会社　金安薬局　南大通店 釧路市南大通１丁目３番６号

斉藤薬局大町店 釧路市南大通３丁目１－１７

入江調剤薬局 釧路市入江町６番２０号

つくし調剤薬局 釧路市白樺台２丁目２５番５

菅野薬局 釧路市白金町２２番２２号

ハートランド薬局 釧路市白金町２番１３号

なの花薬局文苑店 釧路市文苑１丁目４１番１２号

有限会社カトウ薬局文苑店 釧路市文苑２丁目２０番１１号

有限会社　ふみぞの薬局 釧路市文苑４丁目２番８号

株式会社　金安薬局　文苑店 釧路市文苑４丁目６６番７号

たかはし薬局柳町日赤前店 釧路市柳町２番１５号

あさひ薬局 釧路市緑ケ岡６丁目１６番１８号

斉藤薬局　浪花店 釧路市浪花町７丁目６番

遠矢調剤薬局 釧路郡釧路町河畔７丁目５１番地５

マザー薬局 釧路郡釧路町桂木２丁目４番１号

クリスタル薬局 釧路郡釧路町曙１丁目１番地２８

なの花薬局曙店 釧路郡釧路町曙３丁目１１番地１３

むつみ薬局 釧路郡釧路町睦２丁目１番４号

真栄３条薬局 厚岸郡厚岸町真栄１丁目８０番地

株式会社　摩周調剤薬局 川上郡弟子屈町泉２－３－５

湯の島調剤薬局 川上郡弟子屈町湯の島３丁目１番１２号

ドレミ調剤薬局 川上郡標茶町旭２丁目１ー１

株式会社イブしろくま薬局白糠店 白糠郡白糠町東１条北１丁目３－１４

東山調剤薬局 白糠郡白糠町東二条北１丁目２番地９６

根室地区

前田中央薬局 根室市歯舞三丁目１９番地

株式会社　阿部薬局 根室市緑町２丁目９番地

川口薬局　西春別支店 野付郡別海町西春別駅前栄町７７番地

有限会社　たかつ薬局 野付郡別海町別海西本町１６番地

サン薬局 標津郡中標津町西１０条南１０丁目４番地

有限会社　大通り調剤薬局 標津郡中標津町西３条北１丁目

川口薬局　本店 標津郡中標津町西５条北１丁目２番地１

サツドラ薬局　中標津西店 標津郡中標津町西６条南１１丁目６番地２

髙根薬局 標津郡中標津町東１３条南３丁目１２番地３

調剤薬局ツルハドラッグ　中標津東店 標津郡中標津町東１８条南１１丁目１－１

留萌地区

セントラル薬局 留萌市栄町１丁目３４番地２

調剤薬局ツルハドラッグ留萌店 留萌市花園町４丁目６－２１

タニはまなす調剤薬局 留萌市開運町２丁目４ー１７
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有限会社　タニ薬局 留萌市錦町２丁目２番５号

江戸薬局 留萌市錦町３丁目１番３０号

株式会社　大一　寺西薬局 留萌市錦町４丁目２番１４号

あおぞら薬局 留萌市東雲町２丁目４６番１号

唐木屋ファーマシー 増毛郡増毛町畠中町５丁目１７４番地７

はぼろ調剤薬局 苫前郡羽幌町栄町１０３番地４７

ドラッグストア・調剤薬局　セサミ 苫前郡羽幌町栄町１１２番地の１

調剤薬局ツルハドラッグ　羽幌店 苫前郡羽幌町栄町１１７－５

さくら薬局 苫前郡羽幌町南６条４丁目３番地１

有限会社　十字堂薬局 苫前郡羽幌町南大通２丁目１３番地

アイン薬局苫前店 苫前郡苫前町字古丹別６５０番２０
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