アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜北信越エリア＞

＜新潟県＞
店舗名
アイン薬局 長岡店

所在地

電話番号

営業時間
月～金 8:30～18:00
第2、4、5土 8:30～13:00

主な交通手段

新潟県長岡市上条町字八ツ口383-1

0258-30-3733

にいがた調剤薬局 長岡

新潟県長岡市長町2丁目甲1643-11

月～金 8:30～17:30
0258-31-8201
第2、4、5土 8:30～12:30

にいがた調剤薬局 糸魚川

新潟県糸魚川市竹ヶ花526-1

025-550-4013

月～金 8:30～17:30
第1、3、5土 8:30～12:30

(1)糸魚川駅より車で10分
(2)糸魚川病院バス停より徒歩1分

アイン薬局 糸魚川店

新潟県糸魚川市大和川1268

025-550-1400

月～金 8:30～19:00
土 8:30～12:30

(1)JR梶屋敷駅より徒歩12分
(2)JR糸魚川駅より「糸魚川総合病院行」バス15分、「糸魚
川総合病院」下車徒歩1分

アイン薬局 直江津店

新潟県上越市東雲町1丁目6-11

025-531-0038

月～金 9:00～17:30
土 9:00～12:00

JR直江津駅より徒歩8分

そよかぜ薬局

新潟県上越市東雲町1丁目6-13

025-539-5551

月～金 9:00～17:30
土 9:00～12:00

JR直江津駅より徒歩5分

にいがた調剤薬局 高田

新潟県上越市とよば2

025-521-0933 月～金 8:30～17:30

サカエ薬局

新潟県上越市幸町14-10

025-526-3488

薬局かさや

新潟県上越市大町4丁目2-12

025-522-6322 月～金 9:00～17:30

新潟県上越市南本町2丁目2-12

月・火・木・金 9:00～17:45 (1)JR南高田駅より徒歩15分
025-526-4111 水 9:00～17:00
(2)JR高田駅より「清里区総合事務所前行」バス10分、「南
土 9:00～12:00
本町二丁目」下車徒歩2分

アイン薬局 南本町店

アイン薬局 上越妙高駅前店 新潟県上越市大和2丁目4-7

月～水・金 8:30～18:00
木・土 8:30～13:00

JR「長岡駅東口」よりバス・車で約10分
(1)JR長岡駅より徒歩20分
(2)JR長岡駅西口より市内循環バス10分。「立川綜合病院
前」下車。徒歩1分
(3)JR長岡駅よりタクシー5分

JR高田駅より「中央病院行き」バス11分、中央病院バ
ス停下車すぐ
(1)高田駅から徒歩15分
(2)栄町バス停留所から徒歩0分
JR高田駅から徒歩5分

月～木 9:30～17:30
025-520-7068 金 10：00～15：00
土 9:30～13:00

北陸新幹線 上越妙高駅より徒歩1分

(1)新井駅から徒歩10分
(2)諏訪町バス停留所から徒歩1分

アイン薬局 諏訪町店

新潟県妙高市諏訪町1丁目5-14

月～水・金 8:30～18:00
0255-70-1361 木 8:30～16:30
土 8:30～12:15

アイン薬局 新井店

新潟県妙高市末広町2-2

0255-72-3900

月・火・木・金 8:45～18:30
水・土 8:45～13:00

JR新井駅より徒歩15分

にいがた調剤薬局 柏崎

新潟県柏崎市茨目1丁目4-4

0257-20-6010

月～金 8:30～17:30
土 8:30～11:30

(1)JR茨目駅より徒歩15分
(2)JR柏崎駅より「刈羽郡総合病院行」バス13分。「刈羽郡
総合病院」下車徒歩1分

アイン薬局 六日町店

新潟県南魚沼市六日町2646-5

にいがた調剤薬局 桃山

新潟県新潟市東区桃山町2丁目126-4

第1、2、4、5月・火～金 8:45
025-781-5171 ～17:45
JR六日町駅より徒歩20分
土9:00～13:00
月～金 8:30～17:30
025-279-2220
新潟駅より臨港病院行きバスで30分
土 9：00～12:00
新潟交通 北葉町
東港線経由新潟駅行
山の下経由末広橋行
桃山町経由臨港病院前行 下車徒歩１分

アイン薬局 北葉店

新潟県新潟市東区北葉町3-13

月・火・木・金 9:00～18:00
025-256-7116 水 9:00～17:00
土 9:00～12:30

にいがた調剤薬局 石山

新潟県新潟市東区東中野山6丁目17-3

025-277-8135

にいがた調剤薬局 竹尾

新潟県新潟市東区竹尾4丁目12-16-2

月～金 8:30～18:00
025-256-6400
第2、4土 8:30～15:00

(1)JR東新潟駅よりタクシー10分
(2)バス循環線 古町～竹尾「木戸病院」下車 徒歩1分
(3)バス新潟駅南口より木戸病院行き「木戸病院」下車
徒歩1分

アイン薬局 下木戸店

新潟県新潟市東区下木戸2丁目28-32

月～水・金 9:00～17:45
025-250-6318 木 9:00～17:00
土 9:00～12:30

上木戸本町下車 徒歩10分

にいがた調剤薬局 木戸

新潟県新潟市東区上木戸5丁目3-7

月～水・金 9：00～17:30
025-270-1170 木 9：00～17:00
土 9:00～12:30

JR新潟駅北口より「旧国道７号線方面行」バス10分、「上木
戸新町」下車徒歩10分

アイン薬局 小張木店

新潟県新潟市中央区小張木2丁目10-9

025-280-0848

月・火・木・金 9:00～18:00
水・土 9:00～12:15

(1)新潟駅南口、新潟駅より女池愛宕行き江南高校前下
車、徒歩1分
(2)新新バイパス女池ICより車で3分

にいがた調剤薬局 ときめき

新潟県新潟市西区ときめき西4丁目13-2

025-201-1230

月～金 9:00～19:00
土 9:00～17:30

寺地バス停留所より徒歩5分

にいがた調剤薬局 市民前

新潟県新潟市中央区湖南24-2

025-288-0345

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

JR新潟駅南口より「新潟市民病院行」バス20分

にいがた調剤薬局 西白根

新潟県新潟市南区西白根40-7

025-371-5585 月～金・第2土 8:30～17:30

アイン薬局 青山店

新潟県新潟市西区青山4丁目1-27

025-234-4411

にいがた調剤薬局 南浜

新潟県新潟市北区島見町4541-2

025-255-3878 月～金 8:30～17:00

(1)JR新潟駅より徒歩10分、秋田銀行前バス乗り場より北
部営業所行き、または太郎代行きで南浜病院下車すぐ
(2)JR豊栄駅より車で20分

新潟県新潟市北区太夫浜字山越1728-8

025-257-3233 月～金 8:30～17:00

(1)JR新潟駅より車で30分
(2)万代ｼﾃｨｰバスセンター前 より 『松浜、太郎代浜線行』
『ｶﾞｽ化学経由太郎代浜行、太郎浜行』
『陽光ニュータウン経由医療福祉大学行』バス45分｡『松浜
病院前』下車徒歩1分

とよさか薬局

新潟県新潟市北区石動1丁目16-20

月・火・木・金 9:00～18:00
025-384-1301 水 9:00～17:00
土 9:00～12:30

JR豊栄駅より徒歩8分

にいがた調剤薬局 豊栄

新潟県新潟市北区石動1丁目16-6

025-384-7100

アイン薬局 松浜店

月～金 9:00～17:45
土 9:00～12:00

月・火・木・金 9:00～18:00
水・土 9:00～12:15

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00
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(1)JR東新潟駅より徒歩15分
(2)猿ケ馬場2丁目より「北高行き」バス5分

JR新潟駅より「潟東営業所行」、「緑ヶ丘病院前」下
車 徒歩1分
(1)JR青山駅より徒歩3分
(2)バス 浦山六区より徒歩1分

豊栄駅から徒歩5分

アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜北信越エリア＞
店舗名

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段

オリーブ薬局 新大前店

新潟県新潟市中央区旭町通一番町754-3

025-211-4356 月～金 8:30～17:15

(1)JR白山駅 タクシー5分、徒歩15分
（2）バス停「新潟大学医歯学総合病院前」より徒歩1分

にいがた調剤薬局 医学町

新潟県新潟市中央区医学町通2-11

025-225-2100 月～金 8:30～17:15

JR新潟駅より「信濃町」、「新潟大学」、「内野」行き等バス
13分 市役所前バス停下車すぐ

アイン薬局 西裏館店

新潟県三条市西裏館1丁目9-41

0256-46-0101

月～水・金 9:00～18:15
土 9:00～14:30

弥彦線 北三条駅より徒歩3分

アイン薬局 新発田店

新潟県新発田市緑町2丁目20-19-19

0254-21-7723

月～金 8:45～17:00
土 8:45～12:30

JR新発田駅よりタクシーで7分、バス市内循環線で10分

リーフ薬局

新潟県新発田市住吉町4丁目2-19

0254-21-7020

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

JR西新発田駅より徒歩10分

アイン薬局 瀬波店

新潟県村上市瀬波中町12-24

0254-50-7065

月～金 9:00～17:00
第1、3土 9:00～12:30

JR羽越本線村上駅より車で5分

アイン薬局 村上新町店

新潟県村上市新町6-52

月～水・金 9:00～18:00
0254-56-0566 木 9:00～17:00
土 9:00～18:00

にいがた調剤薬局 村上

新潟県村上市田端町2-12

0254-50-0077

月～金 8:45～17:30
土 8:45～11:45

JR村上駅より徒歩3分

にいがた調剤薬局 吉田

新潟県燕市吉田大保町28-11

0256-94-0077 月～金 8:30～17:30

JR吉田駅より徒歩8分

アイン薬局 燕店

新潟県燕市大字佐渡字浦田185-1

0256-61-3408 月～金 8:30～17:30

燕市循環バス「燕労災病院前」下車徒歩1分

(1)国道7号線ジャスコ前新町交差点を村上駅方向に曲が
りすぐ
(2)JR村上駅よりタクシーで5分

にいがた調剤薬局 燕

新潟県燕市佐渡653-1

0256-61-7651 月～金 8:30～17:30

(1)燕地区巡回バス 各曜日病院前停車4本
(中央、北1→月、水、金、南、北2→火、木）
(2)燕市循環バス 月～金 各日5往復
(3)JR燕三条駅より車で10分
(4)JR燕駅より車で7分

にいがた調剤薬局 加茂

新潟県加茂市青海町1丁目8-28

0256-57-7212 月～金 8:30～17:30

(1)JR加茂駅より徒歩15分
(2)加茂病院前バス停留所より徒歩1分

にいがた調剤薬局 水原

新潟県阿賀野市緑町16-27

0250-63-0505

にいがた調剤薬局 阿賀野

新潟県阿賀野市市野山192－4

月～水・金 9:00～18:00
0250-62-8511 木 9:00～17:00
土 9:00～12:00

アイン薬局 黒川店

新潟県胎内市下館1469-2

0254-47-0022

新潟県村上市下鍜治屋字長面579-1

月～金 8:45～17:30
0254-62-0606
土8:45～11:45

にいがた調剤薬局 坂町

月～金 9:00～17:30
土 8：30～11:30

月～金 9:00～17:30
土 9:00～12:00

JR水原駅より徒歩5分
(1)JR水原駅より車5分
(2)新潟交通 阿賀野市大野下車徒歩3分
(3)阿賀野市営バス 市野山(医院前市道)下車徒歩1分
JR中条駅より車で15分
(1)JR坂町駅から徒歩15分
(2)坂町病院バス停留所から徒歩1分
県立坂町病院向かい

＜長野県＞
店舗名

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段

たんぽぽ薬局

長野県長野市大豆島540-2

026-213-6615

月・火・木・金 9：00～18:00
川中島バス「大豆島小学校前」バス停より徒歩5分
水・土 9：00～13:00

川中島薬局

長野県長野市川中島町御厨1942-23

026-286-7581

月～金 9:00～18:00
土 9:00～14:00

川中島バス昭和小学校前バス停より東方面へ徒歩１０分

小諸東のぞみ薬局

長野県小諸市御幸町2丁目2-26

0267-26-1141

月～金 9:00～19:00
土・第2、4日 9:00～18:00

(1)JR小諸駅より徒歩25分
(2)JR東小諸駅より徒歩15分

臼田のぞみ薬局

長野県佐久市田口6525-1

月・火・木・金 8:30～18:30
0267-81-1200 水8:30～20:00
土 8:30～13:30

小諸のぞみ薬局

長野県小諸市丙394-1

0267-25-3981

月～金 9:00～18:30
土 9:00～17:00

JR小諸駅より徒歩25分

御影のぞみ薬局

長野県小諸市御影新田2744-3

0267-26-3981

月～金 9:00～18:30
土 9:00～18:00

JR美里駅より徒歩23分

中込のぞみ薬局

長野県佐久市中込3568-92

0267-77-7393

月～金 9:00～18:00
第2、4土 9:00～13:00

(1)JR小海線「北中込駅」より徒歩10分
(2)長野新幹線「佐久平駅」より車で約10分

西野薬局

長野県上田市殿城232-3

0268-75-5093 月～金 9:00～18:30

常磐城のぞみ薬局

長野県上田市常磐城5丁目1-18

0268-29-1141

月～金 9:00～18:30
土 9:00～17:00

JR上田駅より徒歩40分

大屋のぞみ薬局

長野県上田市大屋514-1

0268-71-0210

月～金 9:00～19:00
土 9:00～16:00

しなの鉄道 大屋駅より徒歩10分

東御のぞみ薬局

長野県東御市常田141-2

0268-62-3981

月～金 9:00～18:30
土 9:00～18:00

しなの鉄道 田中駅より徒歩15分

アイン本町西薬局

長野県茅野市本町西3-4

0266-82-3660

月・火・木・金 9:00～18:00
水・土 9:00～13:00

(1)JR｢茅野駅｣東口より徒歩10分
(2)ビーナちゃんバス「本町5丁目停留所前」下車徒歩1分

リジョイス茅野薬局

長野県茅野市玉川字荒神前4183-7

0266-82-1991

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

JR｢茅野駅｣より「諏訪中央病院経由」バス｢諏訪中央病院｣
下車徒歩1分

リジョイス諏訪薬局

長野県諏訪市湖岸通り5丁目1135-11

0266-58-6450

月～金 8:45～18:00
土9:00～12:00

(1)JR｢上諏訪駅｣よりかりんちゃんバス｢諏訪赤十字病院
前｣下車徒歩3分
(2)JR｢上諏訪駅｣より徒歩20分

アイン岡谷薬局

長野県岡谷市本町4丁目11-5

0266-23-2808

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

(1)JR｢岡谷駅｣より徒歩15分
(2)市バス｢岡谷病院前｣より徒歩3分

リジョイス伊那薬局

長野県伊那市大字手良野口2037-4

0265-77-0085

月・火・木・金 9:00～19:00
水・土 9:00～18:00

JR｢田畑駅｣より車で15分

柴田薬局

長野県伊那市狐島3708-3

0265-72-5960

月～金 8:50～19:00
土 8:50～13:00

JR「伊那市駅」から徒歩13分

アイン両小野薬局

長野県上伊那郡辰野町大字小野1290-30

0266-78-8501

月～金 9:00～17:30
土 9:00～12:00

JR「小野駅」下車徒歩3分
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(1)JR龍岡城駅から徒歩約10分
(2)佐久南インターから車で約15分

JR上田駅よりタクシーで20分

アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜北信越エリア＞

＜富山県＞
店舗名

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段
富山駅前より「方面：萩の島／速星／山田行政セン
ター／牛岳温泉健康センター／簡保保養センタ－」バ
ス6分
「旅篭町」下車徒歩3分

サンウッド薬局 桃井

富山県富山市桃井町2丁目3-8

月～水・金 9:00～18:00
076-493-1116
木・土 9:00～13:00

サンウッド薬局 古沢

富山県富山市杉谷106-1

076-436-2352

サンウッド薬局 牛島

富山県富山市牛島本町2丁目2-10

076-444-5593 月～金 9:00～18:00

富山駅北より「方面：赤十字病院」バス5分。「赤十字
病院前」下車徒歩1分

いわせ薬局

富山県富山市東岩瀬町333

月・火・木・金 8:30～
17:30
076-438-9399
水 8:30～18:00
土 8:30～13:00

富山駅北より「方面：岩瀬浜」富山ライトレール20
分。「東岩瀬駅」下車徒歩3分

アイン薬局 南砺店

富山県南砺市井波938-38

0763-82-8820 月～金 9:00～18:00

JR城端線福野駅発加越線庄川町行きバス20分、井波高
校前下車徒歩７分
(1)北陸本線石動駅より小矢部市営バスで10分
(2)北陸本線石動駅より車で10分
(3)北陸自動車道小矢部インターより車で約10分
(4)能越自動車道小矢部東インターより車で約5分

月～金 8:45～17:45
土 9:30～12:30

富山地鉄バス「杉谷口」下車徒歩2分

アイン薬局 小矢部店

富山県富山県小矢部市野寺73-1

0766-67-8180 月～金 9:00～18:00

氷見調剤薬局

富山県氷見市鞍川1120-1

0766-72-0178

アイン薬局 黒部店

富山県黒部市牧野736-5

0765-32-3881 月～金 8:45～17:00

アイン薬局 南砺中央店

富山県南砺市梅野1596-1

0763-52-8280

月～金 8:30～17:30

JR城端線越中山田駅より徒歩20分

上堀薬局

富山県富山市堀6-12

076-491-7670

月～金 9:00～18:30
土 9:00～12:30

(1)富山地鉄上滝線「上堀駅」下車徒歩3分
(2)富山地鉄バス「上堀駅前」下車徒歩3分

サンウッド薬局 今泉

富山県富山市今泉北部町1-5
富山市今泉ふれあいハウス1F

076-493-1706

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

富山駅前より「方面：富山国際大学／福沢／笹津／辰尾団
地／月岡西緑町／国立高専前」バス15分
「市民病院前」下車徒歩1分

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

加越能バス

バス停「氷見市民病院」

徒歩１分

富山地鉄バス「市民病院前」下車徒歩2分

＜石川県＞
店舗名

所在地

電話番号

営業時間

尾張町アイン薬局

石川県金沢市下新町6-23

月～金 8:30～18:00
076-233-3880
土 9:00～13:00

松任アイン薬局

石川県白山市平松町74-2

076-276-6913 月～金 9:00～18:30

穴水アイン薬局

石川県鳳珠郡穴水町字川島タ1-1

0768-52-8311

宇出津アイン薬局

石川県鳳珠郡能登町字宇出津ﾀ字98-2

0768-62-8166 月～金 8:30～18:00

月～金 8:30～18:00
土 8:30～13:00

主な交通手段
JR金沢駅より橋場町経由「東部車庫・北陸大学･小立野行」
バス約10分。
北鉄バス「尾張町」下車徒歩2分
JR松任駅より白山市コミュニティバス「めぐーる」10
分。公立松任中央病院前で下車徒歩5分。
(1)のと鉄道穴水駅より徒歩15分
(2)穴水病院前バス停より徒歩1分
北陸鉄道バス
宇出津総合病院前バス停より徒歩3分

＜福井県＞
店舗名

所在地

みのり調剤薬局

福井県福井市月見3丁目2-43

アイン薬局 四ツ居店

福井県福井市北四ツ居2丁目18-33

電話番号

営業時間

月・火・木・金 9:00～18:00
0776-33-7877 水 8:00～16:00
土 9:00～13:00
月・火・木・金 8:30～18:30
水 8:00～16:00
0776-57-1720 第3土 9：00～12:00
土 8:15～13:00
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主な交通手段
京福バス「赤十字血液センター」下車徒歩2分

JR福井駅より「東ルート城東・日之出行き」スマイル
バス15分。「北四ツ居2丁目」下車すぐ。

