
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
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薬局名称 住所

札幌市中央区

調剤薬局ツルハドラッグ宮の森３条店 札幌市中央区宮の森３条６丁目２番１５号

大通メディカル薬局 札幌市中央区大通西１０丁目４－５

リープ調剤薬局 札幌市中央区大通西１１丁目４番２２号第２大通藤井ビル１０１号

クレバ薬局 札幌市中央区大通西１６丁目１ー１０ＩＴＣセンタービル１Ｆ

クリオネ　西２０丁目薬局 札幌市中央区大通西２０丁目２番２０号エクセルＳ１ビル６階

マツモトファーマシー　ママー薬局 札幌市中央区大通西４丁目６番地１札幌大通西４ビル５Ｆ

みらくる薬局　あすなろ昭和ビル店 札幌市中央区大通西５丁目８番地昭和ビル３階

アイン薬局大通西店 札幌市中央区大通西６丁目１０番地大通公園ビル２階

センター薬局　大通東店 札幌市中央区大通東３丁目１番１トルチュビル１階

アイン薬局大通東店 札幌市中央区大通東４丁目１－１９大通東やまむらセンタービル１Ｆ

プラム薬局南１１条店 札幌市中央区南１１条西１８丁目１－１０

サフラン調剤薬局 札幌市中央区南１２条西８丁目１番２４号

からさわ薬局　啓明店 札幌市中央区南１３条西２１丁目３－１８Ｋ２メディカル１階

パルス薬局　こうさい店 札幌市中央区南１４条西１８丁目４番１号

ユウセイ薬局　中央店 札幌市中央区南１５条西１１丁目１番５号唯ビル

ユウセイ薬局　山鼻店 札幌市中央区南１５条西１２丁目２－２

プラム薬局伏見店 札幌市中央区南１５条西１５丁目２－２５

メディカル薬局１９８ 札幌市中央区南１９条西８丁目１番１４号

厚生堂調剤薬局 札幌市中央区南１条西１０丁目４番地

さくら薬局　札幌南１条店 札幌市中央区南１条西１５丁目１番１０号　パレ宮崎

日本調剤　札医大前薬局 札幌市中央区南１条西１６丁目１番地

南１条調剤薬局 札幌市中央区南１条西２丁目５番地南１条Ｋビル３階

みらくる薬局　大通東店 札幌市中央区南１条東２丁目５－１ＭⅡビル地下１階

キタ調剤薬局　山鼻店 札幌市中央区南２１条西１１丁目２番３号

わたなべ薬局 札幌市中央区南２１条西１４丁目１番２０号

みらくる薬局　山鼻店 札幌市中央区南２１条西１４丁目３－１４

南２１条薬局 札幌市中央区南２１条西９丁目６５６番６

さくら薬局　札幌もいわ店 札幌市中央区南２４条西１５丁目１番１号

さくら薬局　札幌山鼻南店 札幌市中央区南２７条西１３丁目１番２２号

ハート　メロディ　薬局 札幌市中央区南２７条西１３丁目１番２８号

大西薬局 札幌市中央区南２条西４丁目桂和ＭＴビル３階

アイン薬局札幌中央店 札幌市中央区南３条西２丁目１－１Ｈ＆Ｂプラザビル１Ｆ

つぐみ薬局 札幌市中央区南３条西３丁目１０番地三信ビル４階

あしたば薬局　創成店 札幌市中央区南３条東４丁目３番地トムトムビル１階

北海道薬剤師会会営薬局 札幌市中央区南４条西１５丁目１番３２号ほくやく南４条ビル２Ｆ

クリオネ　桜通り薬局 札幌市中央区南５条西２４丁目１番２９号

あしたば薬局南７条店 札幌市中央区南７条西１７丁目１－８

イルカ薬局　南円山店 札幌市中央区南８条西１８丁目２－２３

旭山調剤薬局 札幌市中央区南８条西２４丁目　旭山公園メディカル

調剤薬局ツルハドラッグ南８条店 札幌市中央区南８条西７丁目１０３７－２７

プラム薬局　あけぼの店 札幌市中央区南８条西９丁目７５５－２７カレラ弐番館１Ｆ

なの花薬局　南９条店 札幌市中央区南９条西１０丁目１番４０号八幡ビル１階

幌西薬局 札幌市中央区南９条西１５丁目２番５号

南九条薬局 札幌市中央区南９条西６丁目１番２３号

さくら薬局　札幌南９条店 札幌市中央区南９条西７丁目１番２８

日本調剤　医大前調剤薬局 札幌市中央区南一条西１６丁目１番２４６号ＡＮＮＥＸレーベンビル１Ｆ

なの花薬局　桑園店 札幌市中央区北１０条西１５丁目１－４

クリオネ桑園薬局 札幌市中央区北１０条西１７丁目１－１
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薬局名称 住所

アイン薬局桑園駅前店 札幌市中央区北１１条西１５丁目２－１サンエーアインビル１Ｆ

セイル薬局　札幌 札幌市中央区北１１条西２４丁目１番２０号

あじさい薬局 札幌市中央区北１条西３丁目３番の２０時計台スクエアビル５階

アルファ調剤薬局　駅前通り店 札幌市中央区北１条西３丁目３番地２７札幌北１条駅前通りビル７階

メイプル調剤薬局　大通店 札幌市中央区北１条西４丁目１－１三甲大通公園ビル１階

アイン薬局時計台店 札幌市中央区北１条東１丁目６札幌イーストスクエア１階

みらくる薬局　北２条店 札幌市中央区北２条西１丁目１番地マルイト札幌ビル２階

時計台薬局 札幌市中央区北２条西２丁目２９－２ウエノビル１Ｆ

カルナ調剤薬局サッポロファクトリー店 札幌市中央区北２条東４丁目１－２サッポロファクトリー２条館４Ｆ

アイン薬局北３条店 札幌市中央区北３条西７丁目５番地１－２北海道庁別館１Ｆ

ナカジマ薬局　札幌在宅調剤センター 札幌市中央区北３条東８丁目８－４砂子ビル１階

共済ビル薬局 札幌市中央区北４条西１丁目１番地共済ビル１Ｆ

宮の森よつば薬局 札幌市中央区北４条西２９丁目２番７号エヴァンスコート宮の森１Ｆ

みらくる薬局　札幌駅前店 札幌市中央区北４条西３丁目１札幌駅前合同ビル５階

ユウキ調剤薬局毎日会館店 札幌市中央区北４条西６丁目１番１号毎日札幌会館ビル３階

からさわ薬局本店 札幌市中央区北４条西６丁目１番地毎日札幌会館１階

札幌プラザ薬局 札幌市中央区北４条西７丁目１－５

アイン薬局北４条店 札幌市中央区北４条西７丁目１番４北農健保会館１Ｆ　Ｂ１Ｆ

クオール薬局　ビックカメラ札幌店 札幌市中央区北５条西２丁目１札幌エスタ２階

Ｎ５タワー薬局 札幌市中央区北５条西２丁目５番地ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ８階

センタービル薬局 札幌市中央区北５条西６丁目２番地札幌センタービル１階

日本調剤　北円山薬局 札幌市中央区北７条西２７丁目１番８号ノース円山　１階

イオン薬局札幌桑園店 札幌市中央区北８条西１４丁目２８番地

調剤薬局ツルハドラッグ桑園店 札幌市中央区北９条西１５丁目２８番地１９６

札幌市北区

はまなす調剤薬局 札幌市北区あいの里１条６丁目２番１号

サンチェーンあいの里保険薬局 札幌市北区あいの里２条３丁目１６－６

アイエム薬局 札幌市北区あいの里２条５丁目１番４５号

あいの里調剤薬局 札幌市北区あいの里２条８丁目４－２

あおば薬局　しのろ店 札幌市北区篠路２条１０丁目１２番５号

コア薬局　篠路店 札幌市北区篠路２条４丁目５番１６号　メディコア篠路１階

フォーラム薬局　しのろ店 札幌市北区篠路２条７丁目５番２４号

グリンピア調剤薬局 札幌市北区篠路３条１０丁目５番１６号

キタ調剤薬局　篠路店 札幌市北区篠路３条６丁目４－３２

篠路調剤薬局 札幌市北区篠路４条９丁目１６２番地２３

有限会社しらかば薬局　篠路店 札幌市北区篠路７条４丁目２番８号七篠ビル

なの花薬局　篠路店 札幌市北区篠路町篠路２８８番地１

北区ひまわり薬局 札幌市北区新琴似１０条２丁目１番１０号

なの花薬局　新琴似１番通店 札幌市北区新琴似１条１２丁目６番３７号

はるにれ薬局 札幌市北区新琴似１条２丁目１０番１５号

調剤薬局ツルハドラッグ新琴似１条店 札幌市北区新琴似１条７丁目９番３５号

なの花薬局　新琴似店 札幌市北区新琴似２条１１丁目７－５

ききょう調剤薬局 札幌市北区新琴似４条１丁目１番４３号ユー・エフ・ティビル１階

エリム薬局　新琴似店 札幌市北区新琴似５条２丁目１番９号

なの花薬局　新琴似６条店 札幌市北区新琴似６条１４丁目１番１９号

調剤薬局ツルハドラッグ新琴似７条店 札幌市北区新琴似７条６丁目２番１号

新琴似四番通調剤薬局 札幌市北区新琴似７条９丁目６－２４恵ハイム１Ｆ

プラス調剤　新琴似薬局 札幌市北区新琴似８条１１丁目２番１１号

アイン薬局　新琴似店 札幌市北区新琴似８条１３丁目１番７号
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薬局名称 住所

ペンギン保険薬局 札幌市北区新琴似８条６丁目１番３号新琴似横井ビル１Ｆ

アート調剤薬局 札幌市北区新琴似８条６丁目５番１０号

みらくる薬局　新川２条店 札幌市北区新川２条１丁目１番２２号

ラスカル調剤薬局　新川店 札幌市北区新川３条７丁目１－１１－７

新川中央薬局 札幌市北区新川３条７丁目１－６５ＤＡＩＣＨＯメディカル・プラザ１階

なの花薬局　札幌新川店 札幌市北区新川４条１０丁目６番８号

みらくる薬局　新川駅前店 札幌市北区新川４条１丁目３番３号ｅｃｏａ新川クリニックモール１階

りんご調剤薬局札幌新川店 札幌市北区新川６条１４丁目７番２４号

ファミリー薬局　新川店 札幌市北区新川７４３ー１

調剤薬局ツルハドラッグ　拓北６条店 札幌市北区拓北６条５丁目２番３４号

モモセ薬局　屯田店 札幌市北区屯田６条１０丁目７番２５号メディカル旭豊１階

ラスカル調剤薬局 札幌市北区屯田６条６丁目５番３３号

あおば薬局　屯田店 札幌市北区屯田７条３丁目１０番１６号

エール薬局 札幌市北区屯田７条４丁目７－３５

屯田七条薬局 札幌市北区屯田７条８丁目１－１ドウ・ミズキビル１Ｆ

ひかり調剤薬局 札幌市北区屯田９条１１丁目２番１１号

クローバー薬局　百合が原店 札幌市北区百合が原６丁目１番３８号

ゆりがはら薬局 札幌市北区百合が原７丁目１２番１号

プラム薬局　北１０条店 札幌市北区北１０条西４丁目１－１３

あしたば薬局北大前店 札幌市北区北１３条西４丁目２－１５

なの花薬局　北大前店 札幌市北区北１３条西４丁目２－１７

日本調剤北大前薬局 札幌市北区北１４条西４丁目１番１４号

えるむ薬局 札幌市北区北１６条西４丁目１番１９

わかば薬局 札幌市北区北１７条西３丁目２番１６号木村ビル１階

Ｎ１８調剤薬局 札幌市北区北１８条西６丁目３番８号

りんご調剤薬局　北２３条店 札幌市北区北２３条西７丁目１番１５号

みらくる薬局　北２５条アトム店 札幌市北区北２５条西５丁目１番３号リーブル２５　１階

ケミスト・イン相談薬局 札幌市北区北２５条西８丁目１番１７号

調剤薬局　北のくすり屋さん 札幌市北区北２５条西８丁目１番３号

あしたば薬局北２５条店 札幌市北区北２５条西８丁目２番２４号

株式会社　まつい薬局 札幌市北区北２８条西１４丁目３番２２号

北日本調剤　北２９条薬局 札幌市北区北２９条西１５丁目８４４ー７

サンチェーン北３１条調剤薬局 札幌市北区北３１条西５丁目１－３０萩中ビル

メディカル薬局Ｎ３３ 札幌市北区北３３条西３丁目２番２３号　豊和ビル１階

ノルデン薬局　麻生店 札幌市北区北３８条西８丁目２番１号

コア薬局　麻生店 札幌市北区北３９条西５丁目１番１５号北電商販サトウビル１階

日本調剤　麻生調剤薬局 札幌市北区北４０条西４丁目２番１号

みらくる薬局　札幌駅東口店 札幌市北区北７条西２丁目２０東京建物札幌ビル３階

アイン薬局札幌駅北口店 札幌市北区北７条西２丁目８番地１札幌北ビル１階

みらくる薬局　スカイビル店 札幌市北区北７条西５丁目７－１札幌北スカイビル５Ｆ

麻生ポプラ薬局 札幌市北区麻生町６丁目１４－５

札幌市東区

リリィ薬局東雁来店 札幌市東区東雁来１０条１丁目１０番１０号

ステラ調剤薬局 札幌市東区東苗穂１２条２丁目２１－１０

保険調剤いちご薬局もえれ店 札幌市東区東苗穂１２条３丁目２１番３３号

フロンティア薬局東苗穂店 札幌市東区東苗穂３条１丁目２番１２号

あしたば薬局人吉店 札幌市東区東苗穂４条１丁目１４番１０１号

アイン薬局東苗穂店 札幌市東区東苗穂５条１丁目１０番１４号

東区ひまわり薬局 札幌市東区東苗穂５条１丁目１１番１号勤医協札幌東ビル１階
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有限会社　いがらし薬局 札幌市東区東苗穂６条２丁目６番２０号

有限会社　サン調剤薬局 札幌市東区東苗穂７条２丁目２番２５号　シーセブンビル１階

なえぼ調剤薬局 札幌市東区苗穂町２丁目４ー２２

新道ひまわり薬局 札幌市東区伏古１０条３丁目２番６号

スマイル調剤薬局 札幌市東区伏古１２条５丁目８番２８号

ふしこ薬局 札幌市東区伏古２条５丁目３番５号

伏古メディカル薬局 札幌市東区伏古２条５丁目５番４号

モリモト薬局　伏古店 札幌市東区伏古５条３丁目３－７

日本調剤　北十一条調剤薬局 札幌市東区北１１条東３丁目３－１２

有限会社　いづみ調剤薬局 札幌市東区北１１条東９丁目２番２８号

ライラックファーマシー 札幌市東区北１２条東１１丁目４－２１

日本調剤　北十二条調剤薬局 札幌市東区北１２条東４丁目１－１１

イースト調剤薬局 札幌市東区北１２条東７丁目１番１５号シヨッピングセンタ－光星

コア薬局　環状通東店 札幌市東区北１５条東１６丁目１番５号

クリオネ北１７条薬局 札幌市東区北１７条東１３丁目４番１２号

のぞみ調剤薬局 札幌市東区北１７条東１５丁目１番８号　環状通東ビル１階

調剤薬局ツルハドラッグ北１８条東店 札幌市東区北１８条東１５丁目１番１０号

ともえ調剤薬局 札幌市東区北１８条東１丁目３番３号

なの花薬局・開成店 札幌市東区北２０条東２０丁目１番２０号

フラワー調剤 札幌市東区北２０条東７丁目１ー２５

元町調剤薬局 札幌市東区北２１条東１６丁目１番１１号島田ビル１階

オレンジ薬局 札幌市東区北２３条東１２丁目３ー１５元町メイワ１Ｆ

調剤薬局ツルハドラッグ　元町駅前店 札幌市東区北２３条東１６丁目１番１１号

ハート元町薬局 札幌市東区北２４条東１５丁目１－７スリールＭＯＴＯＭＡＣＨＩ　１階

はまなす薬局　元町店 札幌市東区北２４条東１５丁目４番１６号元町大坂ビル１Ｆ

あみや薬局 札幌市東区北２４条東１６丁目１－２１　ＦＣ元町１階

みらくる薬局　もとまち店 札幌市東区北２４条東１６丁目１－７グローバリビル１階

元町グリーン薬局 札幌市東区北２４条東２１丁目１番１号

北日本調剤　北光薬局 札幌市東区北２６条東８丁目２番１号

みどり薬局元町店 札幌市東区北２７条東２０丁目３番８号

エルフ調剤薬局 札幌市東区北３０条東１３丁目２－１４

りんご調剤薬局　北栄店 札幌市東区北３０条東１丁目４番６号

ユウセイ薬局　新道東店 札幌市東区北３１条東１６丁目１－２

新道東薬局 札幌市東区北３１条東１９丁目２－１１

アイン薬局北３３条店 札幌市東区北３３条東１丁目２番１５号

メトロ調剤薬局　新道店 札幌市東区北３４条東８丁目１番２号

栄町まる薬局 札幌市東区北３７条東１５丁目１－２４

川端薬局　栄町ひのまる店 札幌市東区北４０条東１５丁目２－５

サッポロドラッグストアー調剤薬局麻生北４０条店 札幌市東区北４０条東１丁目１番２７号

アイン薬局栄町店 札幌市東区北４１条東１４丁目２－２４グリシーヌ４１　１階

東麻生調剤薬局 札幌市東区北４１条東２丁目３番１４号

メイプル調剤薬局　栄町店 札幌市東区北４２条東１６丁目１番１号Ｎ４２メディカルビル１Ｆ

アイン薬局北４４条店 札幌市東区北４４条東８丁目１－１カントリーハイツ清水１階

８丁目通調剤薬局 札幌市東区北４５条東７丁目３番９号みつやビル１階

さくら薬局 札幌市東区北４８条東９丁目

みらくる薬局　アリオ札幌店 札幌市東区北７条東９丁目２番２０号

サッポロドラッグストアー調剤薬局北８条店 札幌市東区北８条東４丁目１９番地２４

あおば薬局本町店 札幌市東区本町１条７丁目１番４７号

札幌市白石区
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アイル薬局栄通店 札幌市白石区栄通１５丁目９番３４号

りぼん調剤薬局 札幌市白石区栄通１７丁目１４ー１０

はるにれ薬局栄通店 札幌市白石区栄通２１丁目１番１５号

フィール調剤薬局栄通店 札幌市白石区栄通２１丁目２２－３７

なの花薬局　菊水店 札幌市白石区菊水１条１丁目３－３４

日本調剤　菊水三条薬局 札幌市白石区菊水３条２丁目３番１６号

アイン薬局菊水店 札幌市白石区菊水３条２丁目５－２０

ソラリス薬局菊水店 札幌市白石区菊水３条２丁目ニューギン札幌ビル１Ｆ

菊水ひまわり薬局 札幌市白石区菊水４条１丁目８番１７号

さくら薬局　札幌菊水店 札幌市白石区菊水４条２丁目１番３号

日本調剤　菊水四条薬局 札幌市白石区菊水４条２丁目２番２１号

病院前調剤薬局 札幌市白石区菊水４条２丁目２番２７号

ぺネシア調剤薬局 札幌市白石区菊水６条２丁目１番地３４号

ただ薬局　菊水元町店 札幌市白石区菊水元町５条２丁目２番５号

ラスカル調剤薬局　菊水元町店 札幌市白石区菊水元町５条２丁目８番３号

有限会社しらかば薬局白石店 札幌市白石区菊水上町４条２丁目３５９－７

クリオネ川下薬局 札幌市白石区川下２条４丁目２番２２号グラン市川１階

クルミ薬局厚別通店 札幌市白石区川下４条５丁目４番１３号

イチフジ薬局・川北店 札幌市白石区川北２条３丁目２－１

ドリーム薬局　白石店 札幌市白石区中央１条７丁目１０－３０白石中央メディカルビル１階

あしたば薬局　東札幌店 札幌市白石区東札幌１条２丁目１－３

オスト薬局環状通美園店 札幌市白石区東札幌１条６丁目１－１３

アイランド薬局東札幌店 札幌市白石区東札幌３条３丁目６－２４

なの花薬局・東札幌店 札幌市白石区東札幌３条３丁目７番２５号

まどか薬局ラソラ札幌店 札幌市白石区東札幌４条１丁目１番１号

東札幌調剤薬局 札幌市白石区東札幌５条６丁目６－３３理想ビル１階

日本調剤　白石薬局 札幌市白石区東札幌６条６丁目５番３５号

あかしあ薬局 札幌市白石区南郷通１２丁目北１番２７号

メトロ調剤薬局 札幌市白石区南郷通１４丁目南３番１１号

あさなぎ薬局 札幌市白石区南郷通１４丁目北３番８号

リジョン薬局 札幌市白石区南郷通１６丁目南１番１６号南郷ビル１階

フォルテ調剤薬局 札幌市白石区南郷通１９丁目南３ー１１メディカル‘９７　１Ｆ

アイン薬局白石南郷通店 札幌市白石区南郷通１丁目南８番１０号白石ガーデンプレイス３階

三信調剤薬局 札幌市白石区南郷通２丁目北２番１号　オ・ドミール南郷街

なの花薬局　南郷店 札幌市白石区南郷通７丁目北２番１７号

なんごう薬局 札幌市白石区南郷通８丁目北２－２

ドラッグセイムス平和通薬局 札幌市白石区平和通１丁目南２番３号

平和通調剤薬局 札幌市白石区平和通２丁目北８番１９号

あお薬局　白石店 札幌市白石区平和通３丁目北３番１号

あおば薬局　平和通店 札幌市白石区平和通５丁目北１１番２３号

マロン薬局 札幌市白石区北郷２条１丁目２番４号

日本調剤　北郷薬局 札幌市白石区北郷２条４丁目３番５号北郷メディカル１Ｆ

ピリカ北郷薬局 札幌市白石区北郷２条４丁目６番７号

イチフジ薬局　北郷店 札幌市白石区北郷３条５丁目１番２０号

コア薬局　北郷店 札幌市白石区北郷３条８丁目５番２７号

タウン調剤薬局 札幌市白石区本通１６丁目北１０番１５号

エリム薬局　白石店 札幌市白石区本通１丁目南１番１３号

カトレア薬局 札幌市白石区本通２丁目南４番２０号

ほろか薬局 札幌市白石区本通４丁目南１－８
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南本通調剤薬局 札幌市白石区本通８丁目南１番３４号

アイン薬局白石店 札幌市白石区本通８丁目南１番８号

本通調剤薬局 札幌市白石区本通９丁目南５番５号

札幌市厚別区

北日本調剤　もみじ台中央調剤薬局 札幌市厚別区もみじ台西６丁目１番１０号

有限会社　栃木薬局 札幌市厚別区もみじ台東４丁目２番６号

モリモト薬局　もみじ台南店 札幌市厚別区もみじ台南１丁目２番６号

オスト薬局もみじ台店 札幌市厚別区もみじ台北６丁目１番３０号

アリエス薬局　厚別店 札幌市厚別区厚別西２条３丁目７番８号

アクト調剤　厚別西店 札幌市厚別区厚別西２条４丁目２－１０

レモン調剤薬局　厚別通店 札幌市厚別区厚別西５条１丁目１５番１６号

アイン薬局厚別通店 札幌市厚別区厚別西５条１丁目１６－２０クリニックステーション厚別西１Ｆ

なの花薬局　新札幌駅前店 札幌市厚別区厚別中央１条６丁目３番１号１Ｆ

モリモト薬局　新札幌店 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目２番１号

三信調剤薬局新札幌店 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目４－６

なの花薬局・新札幌店 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目４番３０号

ココカラファイン薬局　サンピアザ店 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目７番２号サンピアザ３階

クリオネ新さっぽろ薬局 札幌市厚別区厚別中央２条６丁目４ー６

有限会社　ホシ薬局本店 札幌市厚別区厚別中央３条３丁目１７番３３号

あつべつ調剤薬局 札幌市厚別区厚別中央４条３丁目５－１０

アイン薬局厚別東店 札幌市厚別区厚別東４条３丁目３－１

オーロラ薬局森林公園店 札幌市厚別区厚別北２条５丁目１番７号リーヴココプラザ１Ｆ

快晴薬局　札幌店 札幌市厚別区厚別北４条４丁目１－８

あおば薬局　厚別店 札幌市厚別区厚別北５条５丁目１番６号

中央通薬局 札幌市厚別区上野幌３条３丁目２番２号

ももたろう薬局 札幌市厚別区上野幌３条４丁目９

日本調剤　大谷地調剤薬局 札幌市厚別区大谷地東４丁目１番２号

三信調剤薬局　大谷地店 札幌市厚別区大谷地東５丁目１番４３号

プラム薬局　大谷地店 札幌市厚別区大谷地東５丁目６番１０号

ケミカル薬局　大谷地店 札幌市厚別区大谷地東５丁目７番２号

札幌市豊平区

アイン薬局月寒西店 札幌市豊平区月寒西４条１０丁目６番１３号

月寒調剤薬局 札幌市豊平区月寒中央通１０丁目５番１４号

サンレイク調剤薬局月寒中央店 札幌市豊平区月寒中央通２丁目４番１０号

レモン調剤薬局　月寒店 札幌市豊平区月寒中央通９丁目２番１号

さくら薬局　札幌福住店 札幌市豊平区月寒東１条１５丁目１０ー１

福住調剤薬局 札幌市豊平区月寒東１条１５丁目１－２０メープル福住ビル３階

アイン薬局福住店 札幌市豊平区月寒東１条１５丁目８番３０号

有限会社　しらかば薬局 札幌市豊平区月寒東２条１８丁目７番２３号松本メディカル１Ｆ

株式会社　青野　カンガルー薬局 札幌市豊平区月寒東３条１６丁目３番１０号

柳瀬薬局 札幌市豊平区月寒東３条１７丁目１５番５０号

こぐま薬局 札幌市豊平区月寒東３条１７丁目１番２０号

センター薬局月寒ひがし店 札幌市豊平区月寒東４条７丁目８番２５号

リープ調剤薬局　西岡店 札幌市豊平区西岡３条６丁目６番１２号

斉藤薬局　西岡店 札幌市豊平区西岡３条６丁目８番１号

西岡メディカル薬局みなみ店 札幌市豊平区西岡４条１３丁目１７－３

西岡メディカル薬局　水源池通り店 札幌市豊平区西岡４条７丁目７－３

コーン薬局 札幌市豊平区西岡５条１丁目５番

日本調剤　中の島薬局 札幌市豊平区中の島１条７丁目１１番１１号
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ロイヤル薬局札幌豊平店 札幌市豊平区中の島１条７丁目１２番３号

フロンティア薬局中の島店 札幌市豊平区中の島１条８丁目３－３２

サンメディカル調剤薬局　カムオン店 札幌市豊平区中の島２条１丁目３番２５号カムオンビル１階

レインボー薬局豊平店 札幌市豊平区美園１２条６丁目１－１

ファミリー薬局　美園店 札幌市豊平区美園３条３丁目２３番地

アルファ調剤薬局 札幌市豊平区美園３条４丁目３－１１

アイン薬局美園店 札幌市豊平区美園３条５丁目３番３０号

アップル調剤薬局 札幌市豊平区美園８条５丁目３－３

みらくる薬局　今崎メディカル店 札幌市豊平区平岸２条１４丁目１番２２号今崎メディカルビル１Ｆ

クリオネ　平岸薬局 札幌市豊平区平岸２条７丁目２番７号

時計台薬局　平岸店 札幌市豊平区平岸２条７丁目４－１

アルファ調剤薬局　南平岸店 札幌市豊平区平岸３条１４丁目１ー７

モリモト薬局　平岸店 札幌市豊平区平岸３条６丁目６－３１

サンチェーン平岸調剤薬局 札幌市豊平区平岸３条６丁目６番２５号サンセットハイツ平岸３６

アルファ調剤薬局　平岸店 札幌市豊平区平岸３条９丁目１０ー１５

南平岸薬局 札幌市豊平区平岸４条１４丁目２番３号

あしたば薬局　南平岸店 札幌市豊平区平岸５条１３丁目４番１号

そうごう薬局　札幌平岸店 札幌市豊平区平岸５条７丁目８ー２２第２平岸グランドビル１階

パシフィック薬局　南平岸店 札幌市豊平区平岸７条１４丁目１番３８号

さくら調剤薬局 札幌市豊平区豊平４条１２丁目１番１０号

株式会社　青野　とよひら薬局 札幌市豊平区豊平６条２丁目２番１６号コアとよひら１階

なの花薬局　豊平店 札幌市豊平区豊平６条８丁目２番１５号

あおば薬局　豊平公園店 札幌市豊平区豊平７条１０丁目３番２０号

札幌市清田区

えるむ調剤薬局 札幌市清田区真栄３条２丁目１８番３５号

きよた調剤薬局 札幌市清田区清田１条４丁目４－３１

あしりべつ薬局 札幌市清田区清田１条４丁目４番３４号

パルス薬局　清田店 札幌市清田区清田１条４丁目５ー３０

なの花薬局・清田店 札幌市清田区清田４条２丁目１０番３０号

なの花薬局　美しが丘店 札幌市清田区美しが丘１条６丁目２番３号

美しが丘調剤薬局 札幌市清田区美しが丘３条５丁目９番２４号

美しが丘緑薬局 札幌市清田区美しが丘４条５丁目３番１６号

ナカジマ薬局　ひらおか店 札幌市清田区平岡１条５丁目３番５号

アレス調剤薬局 札幌市清田区平岡６条２丁目２番１０号

有限会社　メディファー平岡調剤薬局 札幌市清田区平岡６条３丁目１１番７号

なの花薬局・平岡店 札幌市清田区平岡公園東１丁目１２番３０号

アイン薬局清田店 札幌市清田区北野１条２丁目１１番２７号

アルファ調剤薬局　北野店 札幌市清田区北野２条２丁目１１番１５号

きたの調剤薬局 札幌市清田区北野５条５丁目１５番５号

調剤薬局ツルハドラッグ北野６条店 札幌市清田区北野６条２丁目１４番１０号

調剤薬局ツルハドラッグ北野店 札幌市清田区北野７条５丁目１２番２０号

札幌市南区

ときわ調剤薬局 札幌市南区常盤３条１丁目３番７号

スズラン薬局真駒内店 札幌市南区真駒内幸町２丁目１番１２号ミュークリスタル地下１階

第一調剤上町調剤薬局 札幌市南区真駒内上町３丁目１番８号

サツドラ薬局　真駒内緑町店 札幌市南区真駒内緑町１丁目１番６号

まこまない調剤薬局 札幌市南区真駒内緑町１丁目４番７号

マーレ保険薬局 札幌市南区澄川４条４丁目１１番２８号

澄川さいわい薬局 札幌市南区澄川４条７丁目８番１０号
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キタ調剤薬局　澄川店 札幌市南区澄川６条４丁目３－５

日本調剤　澄川調剤薬局 札幌市南区澄川６条７丁目３番１号

有限会社　石山中央薬局 札幌市南区石山東１丁目４番２７号

ドレミ調剤薬局札幌南 札幌市南区石山東７丁目１－８

もなみ公園調剤薬局 札幌市南区川沿１１条２丁目１－６

南区ひまわり薬局 札幌市南区川沿１２条２丁目２番３０号

すみれ保険薬局 札幌市南区川沿１２条２丁目４番１３号

調剤薬局クスリのツルハ　川沿店 札幌市南区川沿１条１丁目２番４５号

川沿薬局 札幌市南区川沿１条３丁目１－９

もいわ調剤薬局 札幌市南区川沿１条３丁目３－２４

クオーレ調剤薬局 札幌市南区川沿１条５丁目１番２２号

そよかぜ薬局 札幌市南区川沿２条３丁目８－３

アイン薬局五輪大橋店 札幌市南区川沿３条１丁目１番１号

株式会社　フヂヤ薬局 札幌市南区川沿４条３丁目１番５号

エムズ薬局 札幌市南区川沿５条２丁目２９番９オサダ川沿ビル１階

第一調剤もなみ調剤薬局 札幌市南区川沿８条２丁目１ー８

アルファ調剤薬局　中の沢店 札幌市南区中ノ沢１丁目１２－２２

中の沢調剤薬局 札幌市南区中ノ沢１丁目１番４号１階

有限会社　しらかば薬局南店 札幌市南区藤野２条１１丁目５番５号

ノルデン薬局　藤野店 札幌市南区藤野２条２丁目１番１６号

コープ藤野保険薬局 札幌市南区藤野３条６丁目２番１号

さんこう調剤薬局　藤野店 札幌市南区藤野３条７丁目１－２６

アイン薬局　南３９条店 札幌市南区南３９条西１１丁目１番３５号

有限会社　ひまわり調剤薬局 札幌市南区北ノ沢８丁目５番２０号

札幌市西区

アイン薬局宮の沢店 札幌市西区宮の沢１条１丁目１－３０宮の沢ターミナルビル２階

調剤薬局　健康いちばん 札幌市西区宮の沢１条４丁目７番２０号

宮の沢いづみ調剤薬局 札幌市西区宮の沢３条５丁目２２－１６

調剤薬局クスリのツルハ　琴似店 札幌市西区琴似１条２丁目６番８号

川端薬局　琴似中央店 札幌市西区琴似１条４丁目４－１８上山ビル

川端薬局　琴似イオン店 札幌市西区琴似２条４丁目２ー２イオン札幌琴似店１階

保険調剤いちご薬局　琴似店 札幌市西区琴似２条４丁目３番１５号

つがやす薬局　琴似店 札幌市西区琴似２条７丁目２番地メゾン２１ー１Ｆ

調剤薬局ツルハドラッグ山の手店 札幌市西区山の手１条６丁目５－１０

レインボー薬局山の手店 札幌市西区山の手２条６丁目３番７号

サッポロドラッグストアー調剤薬局山の手店 札幌市西区山の手３条６丁目５番１５号

山の手調剤薬局 札幌市西区山の手４条７丁目１番２３号

有限会社ファーマシィひまわり 札幌市西区山の手４条７丁目１番３２号

クリオネ　山の手薬局 札幌市西区山の手４条７丁目４番１５号

薬局もか 札幌市西区西町南１９丁目１－１８

アイン薬局西町店 札幌市西区西町南２１丁目１番１号

ツルハ薬局　西町店 札幌市西区西町南５丁目４－１５

西区ひまわり薬局 札幌市西区西町北１９丁目１番１０号

西札幌中央薬局 札幌市西区西町北７丁目２－１１第３イーストビル

西野ハーモニー薬局 札幌市西区西野２条３丁目１－１

アルファ調剤薬局　西野店 札幌市西区西野２条３丁目４番２５号　渡辺ビル１階

有限会社　サン調剤薬局　西野店 札幌市西区西野３条６丁目２番８号

あおば薬局 札幌市西区西野３条６丁目９番１５号

にしの薬局 札幌市西区西野３条７丁目３番６号
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啓西薬局 札幌市西区西野３条９丁目１２７番地８

はなぶさ調剤薬局西野５条店 札幌市西区西野５条２丁目８－３６

レモン調剤薬局　西野二股店 札幌市西区西野６条３丁目１番１１号

薬趣堂調剤薬局 札幌市西区西野６条７丁目３－３８

安心堂薬局　昭和店 札幌市西区西野８条５丁目６－３

あすか薬局 札幌市西区二十四軒２条２丁目４－２１

株式会社　二十四軒薬局 札幌市西区二十四軒２条４丁目２番１１－１０６号

アイン薬局札幌西店 札幌市西区二十四軒２条４丁目７番１７号二十四軒中央メディカルプラザビル１階

こころ調剤薬局 札幌市西区二十四軒４条２丁目９－２ヴェルビリーブ琴似１０２号、２０２号

川端薬局　二十四軒店 札幌市西区二十四軒４条５丁目１０ー１ローヤル琴似ビル２Ｆ

調剤薬局ツルハドラッグ琴似駅東口店 札幌市西区八軒１条東１丁目４番１号

川端薬局　八軒店 札幌市西区八軒６条西１丁目１番２０号中田ビル１階

アイン薬局八軒店 札幌市西区八軒７条西３丁目１番３０号

琴似メディカル薬局 札幌市西区八軒一条西１丁目６番１０号グローバル琴似　１Ｆ

アイン薬局発寒店 札幌市西区発寒１１条１丁目１０番８０号

クリオネ　発寒薬局 札幌市西区発寒１２条５丁目３番１８号

キタ調剤薬局　発寒南店 札幌市西区発寒２条５丁目６－５

なの花薬局　発寒店 札幌市西区発寒４条４丁目１番１６号

みやのさわ薬局 札幌市西区発寒６条１１丁目１－１新道北口ビル地下１Ｆ

アルファ調剤薬局　発寒店 札幌市西区発寒６条３丁目２ー１１

イオン薬局札幌発寒店 札幌市西区発寒８条１２丁目１－１

えぞりす薬局 札幌市西区福井２丁目３番１５号

札幌市手稲区

メルモ調剤薬局 札幌市手稲区稲穂１条７丁目２－１６

アイランド薬局　いなほ店 札幌市手稲区稲穂２条７丁目１番２号

ハート手稲薬局 札幌市手稲区金山１条２丁目１５ー４６

なの花薬局　手稲駅前店 札幌市手稲区手稲本町１条３丁目３番１号手稲駅前プラザ南クリーンリバーフィネス手稲ステーションフロント１階

アロエ調剤薬局 札幌市手稲区手稲本町１条４丁目２番５号

クローバー薬局　手稲店 札幌市手稲区手稲本町２条３丁目１番３号

アイン薬局手稲本町店 札幌市手稲区手稲本町２条４丁目２番２０号

手稲すみれ薬局 札幌市手稲区手稲本町３条３丁目６番１号

サツドラ調剤薬局　曙店 札幌市手稲区曙２条２丁目４番２１号

クリオネ　ていね薬局 札幌市手稲区曙４条３丁目１５番地５号

クリオネあけぼの薬局 札幌市手稲区曙４条３丁目１７番２０号

フロンティア薬局曙店 札幌市手稲区曙５条３丁目１－３４

クリオネ曙６条薬局 札幌市手稲区曙６条２丁目２番１６号

新発寒こがね薬局 札幌市手稲区新発寒４条５丁目１３番１３号

パルス薬局　しんせい店 札幌市手稲区新発寒５条６丁目１ー１０

調剤薬局ツルハドラッグ手稲星置駅前店 札幌市手稲区星置１条２丁目２番１号

星置調剤薬局 札幌市手稲区星置１条４丁目２番１２号

保険調剤　いちご薬局　星置店 札幌市手稲区星置１条４丁目７番２号

なでしこ調剤薬局　星置店 札幌市手稲区星置２条４丁目２ー２４

なの花薬局　西宮の沢店 札幌市手稲区西宮の沢３条１丁目１２ー２４

フロンティアていね薬局 札幌市手稲区前田１条１２丁目１－４３

フロンティア薬局手稲駅前店 札幌市手稲区前田１条１２丁目１番１０

フロンティア薬局　手稲中央店 札幌市手稲区前田１条１２丁目２－１５

パルス薬局　手稲店 札幌市手稲区前田１条１２丁目２番１０号

たけうち薬局　さくら店 札幌市手稲区前田２条１０丁目１番８号

日本調剤稲積公園前薬局 札幌市手稲区前田３条４丁目２－１１
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アイン薬局手稲稲積店 札幌市手稲区前田３条４丁目２番１０号

調剤薬局ツルハドラッグ手稲前田店 札幌市手稲区前田４条１０丁目２－１０

（有）　かえで薬局 札幌市手稲区前田４条１４丁目３－９

おもと薬局　ていね店 札幌市手稲区前田５条１２丁目１３ー３３

レモン調剤薬局　下手稲通店 札幌市手稲区前田５条１２丁目１３番３６号

有限会社キタ調剤薬局　稲積店 札幌市手稲区前田５条６丁目３－２３

かえで薬局　大学通り店 札幌市手稲区前田６条１３丁目７番１７号グランドールベルス１　１Ｆ

まつもと薬局手稲前田店 札幌市手稲区前田６条１６丁目１－７

快明堂薬局 札幌市手稲区前田６条１６丁目１８番１４号

エリム薬局　手稲前田店 札幌市手稲区前田６条６丁目１番２ー２号

コスモ調剤薬局 札幌市手稲区前田６条９丁目２番２号

富丘調剤薬局 札幌市手稲区富丘１条４丁目１番５号

まりも調剤薬局　稲積駅前店 札幌市手稲区富丘１条４丁目５番２８号１０３

さくら薬局　札幌手稲店 札幌市手稲区富丘２条７丁目２－７

明日風薬局 札幌市手稲区明日風５丁目９番２７号
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