アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜北海道エリア＞

＜北海道＞ 道央
店舗名

所在地

所在地

営業時間

主な交通手段

011-717-7180

月～金 9:00～22:00
土 9:00～17:00

地下鉄南北線｢麻生駅｣より徒歩1分

北海道 北海道札幌市白石区本通8丁目南1-8

011-860-8755

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

(1)地下鉄東西線｢南郷通7丁目駅｣より徒歩8分
(2)地下鉄東西線｢白石駅｣より「北柏山行き」(34番)バスにて
｢白石本通8丁目｣下車徒歩5分

北海道 北海道札幌市白石区菊水3条2丁目5-20

011-816-1822

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

札幌市地下鉄東西線｢菊水駅」より徒歩3分

011-897-8335

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

(1)JR｢新札幌駅｣よりJRバス「厚別東4条2丁目」
下車徒歩3分
(2)JR｢新札幌駅｣より夕鉄バス「厚別東4条2丁目」
下車徒歩3分

アイン薬局 麻生店

北海道

アイン薬局 白石店

アイン薬局 菊水店

北海道札幌市北区北40条西4丁目2-15
東光ストア麻生店1F

電話番号

アイン薬局 厚別東店

北海道 北海道札幌市厚別区厚別東4条3丁目3-1

アイン薬局 厚別西店

北海道

北海道札幌市厚別区厚別西5条5丁目1-36
第51松井ビル1F

011-896-3771

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

中央バス「厚別西5条5丁目」下車徒歩5分

アイン薬局 厚別通店

北海道

北海道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

011-891-1162

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

北海道中央バス（厚別通線・白38）「厚別西5条1丁目」下車
徒歩1分

アイン薬局 清田店

北海道 北海道札幌市清田区北野1条2丁目11-27

月・水・金 8:30～17:30
011-889-2655 火・金 8:30～18:30
土 8:30～12:30

アイン薬局 南39条店

北海道 北海道札幌市南区南39条西11丁目1-35

011-522-8601

アイン薬局 五輪大橋店

北海道 北海道札幌市南区川沿3条1丁目1-1

月～金 9:00～18:00
011-573-0621
土 9:00～13:00

アイン薬局 手稲本町店

北海道 北海道札幌市手稲区手稲本町2条4丁目2-20

011-682-6117

アイン薬局 手稲稲積店

北海道 北海道札幌市手稲区前田3条4丁目2-10

アイン薬局 東苗穂店

北海道 北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目10-14

月～水・金 9:00～18:00
木・土 9:00～13:00

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

(1)地下鉄東豊線｢福住駅｣より中央バス「札幌国際大学入
口」下車徒歩5分
(2)地下鉄東西線｢南郷18丁目駅｣より中央バス「北野1条2丁
目」下車徒歩2分
じょうてつバス「南38条西11丁目」から徒歩5分
(1)地下鉄南北線｢真駒内駅｣よりじょうてつバス（南96・環
96）「藻岩高校前」下車すぐ
(2)地下鉄南北線｢真駒内駅｣よりじょうてつバス（南90・南
95・南96・南97・南98）「川沿1条1丁目」下車徒歩3分
JR「手稲駅」南口より徒歩3分

月・水・金 9:00～18:00
011-688-1515 火・木 9:00～19:00
(1)JR函館本線｢稲積公園駅｣より徒歩5分
土 9:00～13:00
月～金 9:00～18:00
(1)中央バス「伏古10条5丁目」下車徒歩5分
011-789-1800 第1、2、3、5土 9:00～13:00
(2)中央バス「東苗穂4条3丁目」下車徒歩6分
第4土 9:00～12:00

アイン薬局 栄町店

北海道

北海道札幌市東区北41条東14丁目2-24
グリシーヌ41 1F

月・金 9:00～18:00
火・木 9:00～19:30
011-733-2011
水 9:00～17:00
土 9:00～13:00

アイン薬局 北3条店

北海道

北海道札幌市中央区北3条西7丁目5-1-2
北海道庁別館1F

011-200-9403

月～金 8:30～18:00
第2、4土 8:30～13:00

ＪＲ札幌駅、地下鉄南北線札幌駅、地下鉄東豊線札幌駅か
ら徒歩9分

アイン薬局 北4条店

北海道

北海道札幌市中央区北4条西7丁目1-4
北農健保会館1F

011-200-9564

月～金 8:30～18:00
第2、4土 8:30～13:00

ＪＲ札幌駅、地下鉄南北線札幌駅、地下鉄東豊線札幌駅か
ら徒歩9分

アイン薬局 桑園駅前店

北海道

北海道札幌市中央区北11条西15丁目2-1
サンエーアインビル1F

月～水・金 8:30～18:30
011-726-4907 木 8:30～18:00
土 8:30～13:00

アイン薬局 時計台店

北海道

北海道札幌市中央区北1条東1丁目6
札幌イーストスクエア1F

011-209-0377

アイン薬局 大通東店

北海道

北海道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

011-200-9651

アイン薬局 札幌中央店

北海道

北海道札幌市中央区南3条西2丁目1-1
H&Bプラザビル1F

アイン薬局 札幌駅北口店

北海道

北海道札幌市北区北7条西2丁目8-1
札幌北ビル1F

アイン薬局 美園店
アイン薬局 月寒中央店

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

月～金 9:00～19:00
土 9:00～13:00
月～水・金 8:00～19:00
011-200-5625 木 8:00～13:00
土 8:00～18:00

地下鉄東豊線｢栄町駅｣3番出口より徒歩1分

(1)JR｢桑園駅｣より徒歩2分
(2)JR｢桑園駅｣よりバスで｢市立病院前｣下車徒歩2分
(1)地下鉄｢大通駅｣より徒歩8分
(2)地下鉄東西線｢バスセンター駅」より徒歩5分
地下鉄東西線「バスセンター前駅」8番出口より徒歩1分
(1)地下鉄南北線｢すすきの駅｣より徒歩15分
(2)地下鉄東豊線｢すすきの駅｣より徒歩5分

011-738-6701

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

(1)JR「札幌駅」より徒歩1分
(2)地下鉄東豊線・南北線「さっぽろ駅」地下歩道直結徒歩4
分

北海道 北海道札幌市豊平区美園3条5丁目3-30

011-374-4486

月～金 9:00～19:00
土 9:00～12:30

地下鉄東豊線「美園駅」より徒歩8分

北海道 北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目231

011-856-9771

月・火・木・金 9:00～18:30
水・土 9:00～13:00

(1)地下鉄東豊線｢月寒中央駅｣より徒歩1分
(2)中央バス各路線 ｢月寒中央駅」より徒歩1分

アイン薬局 月寒西店

北海道 北海道札幌市豊平区月寒西4条10丁目6-13

月･木 9:00～17:30
火･金 9:00～19:00
011-826-5206
水 9:00～17:00
土 9:00～12:30

アイン薬局 福住店

北海道 北海道札幌市豊平区月寒東1条15丁目8-30

011-859-2206

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

地下鉄東豊線｢福住駅｣より徒歩5分

アイン薬局 豊平店

北海道

011-813-9980

月～金 9:00～20:00
土 9:00～13:00

地下鉄東豊線「学園前駅」2番出口より徒歩3分

アイン薬局 宮の沢店

北海道札幌市西区宮の沢1条1丁目1-30
北海道
宮の沢ターミナルビル2F

月･水･金 9:00～19:00
011-668-5151 火･木 9:00～18:00
土 9:00～12:30

アイン薬局 西町店

北海道 北海道札幌市西区西町南21丁目1-1

011-667-3210

北海道札幌市豊平区豊平7条8丁目2-1
東光ストア西館A棟1F
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月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

(1)中央バス「西岡2の1」下車徒歩1分
(2)中央バス「西岡市営住宅」下車徒歩１分

(1)地下鉄東西線「宮の沢駅」直結
(2)宮の沢バスターミナルより徒歩3分
地下鉄東西線｢宮の沢駅｣より徒歩5分
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アイン薬局 札幌西店

北海道札幌市西区二十四軒2条4丁目7-17
北海道
二十四軒中央メディカルプラザビル1F

月・水 9:00～19:00
011-688-9831 火・木・金 9:00～17:30
土 9:00～12:30

アイン薬局 二十四軒店

北海道 北海道札幌市西区二十四軒4条4丁目9-22

011-633-2424

アイン薬局 発寒7条店

北海道札幌市西区発寒7条12丁目3-46
北海道
発寒クリニックビル1F

月・火・木・金 9:00～18:30
011-669-1001 水 9:00～12:30
土 9:00～15:00

(1)JR「発寒駅」より徒歩9分
(2)地下鉄東西線「宮の沢駅」1番出口より徒歩7分
（3）JRバス・中央バス「イオンモール札幌発寒」下車徒歩2分

北海道 北海道札幌市西区発寒11条1丁目10-80

月～金 9:00～20:00
011-669-5130
土 9:00～13:00

(1)JR｢発寒中央駅｣より徒歩10分
(2)中央バス（新川発寒線・西49）｢発寒10条2丁目｣下車徒歩
2分

アイン薬局 八軒店

北海道 北海道札幌市西区八軒7条西3丁目1-30

月～水・金 7:30～21:00
011-624-5671 木・日 7:30～12:00
土 7:30～15:00

(1)JR「八軒駅」下車徒歩1分
(2)「八軒6条東2丁目」停留所より中央バス「新川営業所行
き」にて「八軒6条西3丁目」下車徒歩1分
(3)JR「琴似駅」よりJRバス「地下鉄宮の沢駅行き」にて「八
軒6条西3丁目」下車徒歩1分

アイン薬局 北12条店

北海道 北海道札幌市東区北12条東4丁目1-10

011-733-6302

アイン薬局 発寒店

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

地下鉄東西線「二十四軒駅」2番出口より徒歩3分
(1)JR｢琴似駅｣より徒歩10分
(2)地下鉄東西線｢琴似駅｣より徒歩5分

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

地下鉄東豊線｢北13条駅｣より徒歩5分

アイン薬局 北光店

北海道 北海道札幌市東区北27条東8丁目1-15

011-748-7537

月～金 9:00～17:30
土 9:00～12:30

(1)地下鉄東豊線｢元町駅｣より徒歩15分
(2)地下鉄南北線｢北24条駅｣より中央バス「北49条東3丁目
行き｣にて「北30条東8」下車徒歩3分
(3)地下鉄東西線｢バスセンター駅｣より中央バス「北49条東3
丁目行き｣にて「北30条東8」下車徒歩3分

アイン薬局 北33条店

北海道 北海道札幌市東区北33条東1丁目2-15

011-299-4144

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

地下鉄南北線｢北34条駅｣より徒歩5分

アイン薬局 喜茂別店

北海道 北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別13-46

0136-31-2502 月～金 8:30～17:30

JR｢倶知安駅｣より｢伊達行き｣バス「喜茂別厚生病院前」下車
徒歩1分

アイン薬局 岩内店

北海道 北海道岩内郡岩内町字栄186-3

月～金 9:00～18:00
第1、3、5土 9:00～13:00
0135-62-5150
第2土 9:00～12:00
第4日 9:00～17:00

岩内バスターミナルより徒歩10分

ソイック薬局

北海道 北海道余市郡余市町黒川町12丁目81-7

0135-23-8500

北海道 北海道室蘭市東町4丁目1-17

月～金 9:00～18:00
0143-41-5030
土 9:00～13:00

(1)JR｢東室蘭駅｣東口より徒歩10分
(2「汐見バス停」より徒歩1分
(3)東町バスターミナルより徒歩5分

東町調剤薬局

北海道 北海道室蘭市東町2丁目20-4

月・金 8:30～19:00
0143-41-4557 火・水 8:30～18:00
木・土 8:30～12:30

ＪＲ「東室蘭駅」から徒歩5分

アイン薬局 室蘭店

北海道 北海道室蘭市山手町3丁目7-2

0143-25-5311

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

(1)JR｢室蘭駅｣より徒歩10分
(2)道南バス「市立病院前」下車徒歩2分

アイン薬局 伊達店

北海道 北海道伊達市末永町58

0142-25-1222

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

(1)JR｢伊達紋別駅｣より車で5分
(2)道南バス「伊達日赤病院前｣下車徒歩3分

アイン薬局 新ひだか店

北海道 北海道日高郡新ひだか町静内高砂町3丁目1-13

0146-45-0271 月～金 9:00～18:00

アイン薬局 北広島店

北海道

アイン薬局 恵庭店

北海道 北海道恵庭市白樺町1丁目1-3

月～水・金 9:00～18:00
0123-35-3550 木 9:00～12:30
第2、4土 9:00～12:30

アイン薬局 恵庭第一店

北海道 北海道恵庭市福住町1丁目6-7

0123-35-2015

月～金 9:00～18:00
第2、4、5土 9:00～13:00

(1)JR千歳線「恵庭駅」より徒歩10分
(2)中央バス「恵庭市市役所通」下車徒歩7分
（3）恵庭市エコバス｢恵庭第一病院前｣下車徒歩1分

アイン薬局 恵庭駅前店

北海道

北海道恵庭市相生町2-1
アルファ恵庭駅西口再開発ビル3F

0123-25-6636

月・水・土 10:00～17:00
火・金 10:00～19:00

JR「恵庭駅」直結

アイン薬局 千歳富丘店

北海道

北海道千歳市富丘4丁目1-22
ハイツまきば1F

0123-49-2211

月・火・木・金 9:00～18:00
水・土 9:00～13:00

(1)JR｢千歳駅｣より徒歩15分
(2)JR｢千歳駅｣よりバス｢富丘団地入り口｣下車徒歩1分

アイン薬局 夕張店

北海道 北海道夕張市社光20

0123-53-2511 月～金 8:30～17:30

アイン薬局 江別店

北海道 北海道江別市幸町22-23

011-380-5020

月～金 8:30～17:30
土 8:30～12:30

JR函館本線「高砂駅」より徒歩5分（国道12号線方面）

アイン薬局 野幌店

北海道 北海道江別市東野幌本町7-5 セリオのっぽろ内

011-385-3170

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

JR函館本線「野幌駅」より徒歩3分

アイン薬局 美唄大通店

北海道 北海道美唄市大通東1条北3丁目1-1

0126-66-1670

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

JR｢美唄駅｣より徒歩10分

アイン薬局 美唄店

北海道 北海道美唄市西1条北1丁目2-11

0126-66-6671 月～金 9:00～18:00

JR｢美唄駅｣より徒歩10分

アイン薬局 滝川栄町店

北海道 北海道滝川市栄町3丁目4-24

0125-26-2420

月～水・金 8:45～17:45
木・土 8:45～13:00

JR｢滝川駅｣より徒歩8分

アイン薬局 赤平店

北海道 北海道赤平市大町3丁目1-2

0125-34-2266

月～金 8:30～18:00
土 9:00～12:00

JR｢赤平駅｣より徒歩5分

アイン薬局 東室蘭店

北海道北広島市中央6丁目1-3
北広島メディカルプラザ1階

011-373-3533
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月～金 9:00～17:00
土 9:00～12:00

月～金 9:00～19:00
土 9:00～13:00

JR「余市駅」より徒歩10分（穂波通沿い）

道南バス（新ひだか町内十循環線）｢高砂町｣下車徒歩2分
JR「北広島駅」東口より徒歩1分
(1)JR「恵庭駅」西口より「川沿大通・南高校前方向行」バス
「白樺町2丁目」下車徒歩1分

JR｢夕張駅｣より夕鉄バス｢社光行き｣にて「夕張医療センター
前」下車徒歩1分

アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜北海道エリア＞

＜北海道＞ 道北
店舗名

所在地

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段
JR｢旭川駅｣より旭川電気軌道バス「5区公園線」または「市
立旭川病院前」下車徒歩2分

アイン薬局 旭川店

北海道 北海道旭川市金星町1丁目2-3

0166-29-1411 月～金 8:30～18:00

アイン薬局 旭川一条通店

北海道 北海道旭川市1条通6丁目78-1 クリスタルビル1F

0166-74-7935

月・水・金 9:00～18:00
火・木・土 9:00～13:00

JR「旭川駅」より徒歩5分

アイン薬局 旭川曙店

北海道 北海道旭川市二条通1右１

0166-29-0377

月～金 9:00～18:00
日 9:00～12:00

(1)JR｢旭川駅｣より徒歩15分
(2)旭川電気軌道バス「1条2丁目」下車徒歩3分

アイン薬局 旭川中央店

北海道 北海道旭川市4条通9丁目1703-73

0166-29-3651

月～金 8:00～17:00
土 8:00～13:00

(1)JR｢旭川駅｣より徒歩15分
(2)道北バス旭川電気軌道「4条9丁目」下車徒歩1分

アイン薬局 旭川八条通店

北海道 北海道旭川市八条通10丁目2191-339

0166-21-7723

月～金 9:00～19:00
土 9:00～14:00

旭川電気軌道バス｢6条通10丁目｣下車徒歩5分

アイン薬局 美瑛店

北海道 北海道上川郡美瑛町中町4丁目100-104

月～金 9:00～18:00
0166-92-9014 第2、4土 9:00～13:00
第1、3、5土 9:00～12:00

アイン薬局 旭川東鷹栖店

北海道 北海道旭川市東鷹栖1条1丁目635-318

0166-58-3360

月～金 9:00～19:00
土 9:00～13:00

(1)JR｢旭川駅｣より道北バス｢1線12号」下車徒歩1分（2・5・
6・7番）
(2)JR｢旭川駅｣より車で20分

アイン薬局 旭川東店

北海道 北海道旭川市4条通19丁目1719-4

0166-34-2228

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

道北バス旭川電気軌道鉄道「4条18丁目」下車徒歩2分

アイン薬局 豊岡店

北海道 北海道旭川市豊岡7条2丁目1-7

0166-35-4545

月～金 9:00～18:00
第1、3土 9：00～13:00

旭川電気軌道バス「豊岡7条通1丁目」下車徒歩1分

アイン薬局 旭川北店

北海道 北海道旭川市東旭川北3条5丁目3-17

0166-36-7717 月～金 8:30～17:30

アイン薬局 旭川神楽岡店

北海道 北海道旭川市神楽岡14条3丁目2-11

0166-60-6821

月・火・木・金 9:00～18:00
水・土 9:00～13:00

アイン薬局 中央三輪店

北海道 北海道北見市中央三輪2丁目302-3

0157-33-3223

月・火・木～土 9:00～18:00 (1)北見バス「三輪通」下車徒歩7分
水 9：00～13:00
(2)ＪＲ西北見駅下車徒歩15分

アイン薬局 士別店

北海道

0165-29-2081

月～金 9:00～18:30
土 9:00～13:00

北海道士別市東11条6丁目2309-2
士別クリニックビル1F

JR｢美瑛駅｣より徒歩10分

(1)JR｢東旭川駅｣より徒歩7分
(2)旭川電気軌道バス「徳厳寺」下車徒歩15分
(1)JR富良野線「神楽岡駅」より徒歩2分
(2)道北バス「あさでん神楽岡駅駐車場」より徒歩1分

士別軌道バス｢市立病院前｣下車徒歩1分

アイン薬局 稚内末広店

北海道 北海道稚内市末広3丁目6-2

月～水 9:00～18:00
木 9:00～19:00
0162-24-7010
金 9:00～15:00
第1、3、5土 9:00～12:00

アイン薬局 稚内栄店

北海道 北海道稚内市栄1丁目24-4

0162-33-5000

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

宗谷バス「禎心会病院前」下車徒歩1分

アイン薬局 稚内中央店

北海道 北海道稚内市中央5丁目8-9

0162-29-2312

月～金 8:30～17:30
土 9:00～12:00

宗谷バス（富岡線・大岬線・天北線）｢中央5丁目」下車徒歩1
分

アイン薬局 稚内店

北海道 北海道稚内市中央4丁目14-43

0162-29-2371

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

宗谷バス「中央4丁目」下車徒歩1分（市立稚内病院方面）

JR｢稚内駅｣より徒歩10分

＜北海道＞ 道東
店舗名

所在地

所在地

電話番号

営業時間
月～金 9:00～17:30
土 9:00～12:30

主な交通手段

アイン薬局 帯広大通店

北海道 北海道帯広市大通南4丁目11

0155-28-3900

アイン薬局 帯広中央店

北海道 北海道帯広市西5条南11丁目36-1

0155-66-6231 月～金 9:30～18:30

アイン薬局 音更店

北海道 北海道河東郡音更町木野大通東16丁目2-13

0155-30-1157

アイン薬局 帯広西店

北海道 北海道帯広市西20条南2丁目5-14

月～金 9:30～18:30
0155-58-5080
第2、4水 9:30～17:30

アイン薬局 釧路芦野店

北海道 北海道釧路市芦野1丁目27-26

0154-39-3902

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

JR｢釧路駅｣よりくしろバス（美原線）「芦野3丁目」下車徒歩3
分

アイン薬局 釧路春採店

北海道 北海道釧路市春採7丁目9-15

0154-46-8391

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

釧路バス「みなみ病院」下車徒歩1分

アイン薬局 北見店

北海道 北海道北見市寿町2丁目4-10

0157-26-3313

月・火・木・金 9:00～18:00
水・土 9：00～13:00

(1)JR｢北見駅｣より北見バス「消防署」下車徒歩3分
(2)JR｢北見駅｣より車で5分

アイン薬局 北見美山店

北海道 北海道北見市美山町東2丁目68-69

0157-66-0062 月～金 9:00～18:00

北見バス「美山中央」下車徒歩1分

北海道 北海道網走市桂町4丁目7-47

月～金 8:30～18:00
0152-61-2420 第2、4、5土 8:30～13:00
第1、3土 9:00～12:00

(1)JR｢桂台駅｣より徒歩15分
(2)網走バス「総合体育館前」下車徒歩10分

アイン薬局 網走桂町店

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

JR｢帯広駅｣より徒歩10分
(1)JR「帯広駅」より徒歩7分
(2)十勝バス・拓殖バス「西5条13丁目駅」より徒歩2分
JR｢帯広駅｣より「音更桜ヶ丘行き｣バス「木野大通東16丁目」
下車徒歩5分
(1)JR｢帯広駅｣より車で10分
(2)十勝バス（循環線）「白樺通り19条」下車徒歩3分または十
勝バス（新町線）「三七北」下車徒歩2分

アイン薬局 常呂町店

北海道 北海道北見市常呂町字常呂573-2

0152-63-2251 月～金 8:30～17:30

(1)北見市営バス（常呂栄浦線）｢常呂厚生病院前｣下車徒歩
1分
(2)ＪＲ｢網走駅｣より車で40分
(3)ＪＲ｢北見駅｣より車で60分

アイン薬局 中湧別店

北海道 北海道紋別郡湧別町中湧別中町3020-15

01586-4-1511 月～金 8:30～17:30

JR｢遠軽駅｣より北見バス｢中湧別文化センタートム｣下車徒
歩1分
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アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜北海道エリア＞

＜北海道＞ 道南
店舗名

所在地

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段

アイン薬局 函館中央店

北海道 北海道函館市本町35-6

0138-35-3536

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

(1)JR｢函館駅｣より市電｢中央病院前駅｣下車徒歩1分
(2)JR｢函館駅｣より函館バス｢中央病院前駅｣下車徒歩1分

アイン薬局 函館元町店

北海道 北海道函館市元町32-21

0138-22-5311

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

函館バス｢元町｣下車徒歩1分（八幡坂方面）

アイン薬局 函館富岡店

北海道

0138-44-7652

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

JR｢函館駅｣より函館バス「東富岡」下車徒歩2分

北海道函館市富岡町3丁目1-14
田辺マンション内

北海道 北海道函館市港町1丁目12-29

0138-44-1325 月～金 9:00～18:00

(1)JR｢函館駅｣より函館バス「峠下行き」または「大野駅前行
き」にて｢市立函館病院前｣下車徒歩1分
(2)JR｢五稜郭駅｣より徒歩15分

アイン薬局 函館日吉店

北海道 北海道函館市日吉町1丁目14-3

月・火・金 9:00～18:15
0138-33-7201 木 9:00～19:00
水・土 9:00～13:00

市バス｢学園前｣下車徒歩2分

アイン薬局 函館湯の川店

北海道 北海道函館市湯川町1丁目29-11

0138-36-2121

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

市電「湯の川温泉」下車徒歩3分

アイン薬局 江差店

北海道 北海道檜山郡江差町字伏木戸町531-7

0139-52-4155

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

函館バス「道立病院前」下車徒歩2分

江差調剤薬局

北海道 北海道檜山郡江差町字伏木戸町554-2

0139-52-5700 月～金 9:00～18:00

ＪＲ｢江差駅｣より函館バス「道立病院前」下車徒歩3分

アイン薬局 八雲店

北海道 北海道二海郡八雲町東雲町51

0137-65-2251 月～金 9:00～18:00

JR｢八雲駅｣より徒歩10分

アイン薬局 今金店

北海道 北海道瀬棚郡今金町字今金48-16

0137-82-3250

アイン薬局 白鳥台店

北海道 北海道室蘭市白鳥台5丁目19-23

0143-59-7522 月～金 9:00～17:00

アイン薬局 函館みなと店
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月～金 9:00～18:00
日 10:00～13:00

函館バス「今金役場前」下車徒歩1分
室蘭本線「東室蘭駅」より車で20分

