アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜東北エリア＞

＜青森県＞
店舗名

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段

アイン薬局 つくだ店

青森県青森市南佃2丁目8-4

017-763-5111

月～水・金 8:30～18:00
木・土 8:30～12:30

(1)市営バス「南佃」下車徒歩2分
(2)JR「東青森駅」より徒歩10分

アイン薬局 八戸店

青森県八戸市大字田向字間ノ田64

0178-71-2588

月～金 8:30～17:30
土 8:30～12:30

八戸市営バスまたは南部バス「間ノ田」下車徒歩5分

アイン薬局 八戸東店

青森県八戸市大字田向字毘沙門前3-9

0178-71-1282

月～金 8:30～17:30
土 9:00～12:00

八戸市営バス・南部バス「毘沙門前」より徒歩2分

田向調剤薬局

青森県八戸市田向字野堰2-5

0178-71-3301

月～水・金 8:45～18:00
木・土 8:45～13:00

八戸市営バス「毘沙門前」下車徒歩10分

城下調剤薬局

青森県八戸市城下4丁目10-35

月・火・木・金 9:00～18:30
0178-38-9222 水 9:00～13:30
土 9:00～14:00

(1)八戸市営バス「城下一丁目」または「城下四丁目」下車徒
歩5分
(2)JR八戸線「本八戸駅」より徒歩10分

白銀中央薬局

青森県八戸市白銀町字南ヶ丘11-12

0178-32-1666 月～金 8:30～17:30

(1)八戸市営バス「労災病院前バス停」下車徒歩1分
(2)JR八戸線「白銀駅」より徒歩8分

鮫駅前薬局

青森県八戸市鮫町字持越沢25-8

0178-32-3030

アイン薬局 十和田店

青森県十和田市西十二番町11-15

0176-21-3027 月～金 9:00～18:00

とうてつ駅ビルよりバス｢十和田市立中央病院前｣下車徒歩
10分

青森県弘前市大字本町48-1

月～金 8:30～17:30
0172-39-1571
土 9:00～12:00

(1)JR奥羽本線｢弘前駅｣より徒歩20分
(2)JR奥羽本線｢弘前駅｣より｢四中校行き｣バス「大学病院
前」下車徒歩1分

アイン薬局 つがる店

青森県つがる市富萢町山里1-1

月・火・金 8:30～17:30
水 13:45～17:30
0173-26-5565
木 8:30～16:30
土 8:30～12:30

弘南バス（五所川原～小泊線・十三経由）「富萢南口」下車

ひばかり調剤薬局

青森県八戸市日計1丁目2-43

月～水・金 8:30～19:00
0178-28-3900 木 9:00～17:00
土 8:30～13:00

八戸市営バス「日計｣下車徒歩2分

アイン薬局 野辺地店

青森県上北郡野辺地町字鳴沢18-3

0175-65-1645 月～金 8:30～17:30

JR｢野辺地駅｣より徒歩5分

野辺地調剤薬局

青森県上北郡野辺地町字鳴沢9-9

0175-64-7471

月～金 8:15～17:15
土 9:00～12:00

JR「野辺地駅」より徒歩5分

野辺地調剤薬局

青森県上北郡野辺地町字鳴沢9-9

0175-64-7471

月～金 8:15～17:15
土 9:00～12:00

JR「野辺地駅」より徒歩5分

月・火・木・金 8:45～17:45
水・土 8:45～12:45

(1)むつバスターミナルより下北交通バス「尻屋・尻労・東通
庁舎方面行き」（尻屋線）にて「野花菖蒲の里」 下車徒歩1分
(2)むつバスターミナルより下北交通バス「泊行き」（小田野沢
線）にて「野花菖蒲の里」下車徒歩1分

アイン薬局 弘前本町店

アイン薬局 東通村店

青森県下北郡東通村大字砂子又字里1-206

0175-28-5270

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

(1)八戸市営バス「鮫バス停」下車徒歩1分
(2)JR八戸線「鮫駅」より徒歩3分

＜岩手県＞
店舗名

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段

アイン薬局 一関店

岩手県一関市城内1-4

0191-31-2070

月～金 9：00～18:00
土 9:00～13:00

JR「一関駅」より徒歩10分

アイン薬局 大船渡店

岩手県大船渡市大船渡町字山馬越175-1

0192-21-3230

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

｢県立大船渡病院｣行きバスにて｢県立大船渡病院東口｣下車

アイン薬局 胆沢店

岩手県奥州市水沢区字龍ヶ馬場27-5

0197-51-5030 月～金 9:00～18:00

JR｢水沢駅｣駅通りより｢胆沢病院行き｣バスにて｢胆沢病院｣
下車徒歩1分

アイン薬局 江刺店

岩手県奥州市江刺区西大通り10-11

0197-31-2151 月～金 9:00～18:00

市営バス（岩手県交通）「県立江刺病院前｣下車徒歩2分

アイン薬局 大通中央店

岩手県奥州市江刺区大通り5-8

0197-35-8351

アイン薬局 宮古山口店

岩手県宮古市山口5丁目295-7

0913-65-7137 月～金 8:30～17:30

JR「宮古駅」から車で約10分

宮古調剤薬局

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第1地割11-33

0193-71-1289 月～金 8:30～18:00

JR「宮古駅」より「田老行き」バスにて「県立宮古病院前」下
車（宮古病院向かい）

山田調剤薬局

岩手県下閉伊郡山田町飯岡第1地割21-2

0193-65-7087 月～金 9:00～18:00

岩手県北バスにて｢山田病院前｣下車

アイン薬局 一戸店

岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森54-１

0195-31-1280

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

いわて銀河鉄道「一戸駅」より徒歩15分

アイン薬局 浄法寺店

岩手県二戸市浄法寺町樋田162-1

0195-39-1221

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

(1)JRバス「浄法寺駅」より徒歩5分
(2)八戸自動車道浄法寺ICより車で5分

アイン薬局 東山町店

岩手県一関市東山町長坂字町388

0191-48-4630

月～水･金 8:30～18:00
木･土 8:30～12:30

JR大船渡線「猊鼻渓駅」より徒歩3分

月～金 8:30～18:00
土 8:30～13:00
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市営バス「江刺総合支所前」下車徒歩2分

アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜東北エリア＞

＜宮城県＞
店舗名

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段

アイン薬局 青葉店

宮城県仙台市青葉区国分町2丁目2-16

022-716-3772 月～金 9:00～18:00

(1)JR｢仙台駅｣西口バスターミナルより「南吉成行き」または
「国見ヶ丘１丁目行き」バスにて「東北公済病院前」下車徒歩
1分
(2)仙台市営地下鉄「広瀬通駅」より徒歩5分

仙台すみれ薬局
公済病院前店

宮城県仙台市青葉区国分町2丁目3-12

022-714-7177 月～金 9:00～17:30

(1)JR「仙台駅」より徒歩25分
(2)地下鉄「勾当台駅」より徒歩5分

アイン薬局 一番町店

宮城県仙台市青葉区一番町2丁目4-19
シリウス一番町2F

022-722-7664

月～水･金 9:30～20:00
木･土 9:30～13:00

(1)JR「仙台駅」より徒歩15分
(2)地下鉄東西線「一番町駅」直結

なるせ薬局

宮城県東松島市牛網字上江戸原27-2

0225-86-1251

月・火・水・金 9:00～18:00
木・土 9:00～13:00

JR「陸前小野駅」より徒歩5分

アイン薬局 台原店

宮城県仙台市青葉区台原4丁目2-30

022-727-1628 月～金 8:30～17:30

アイン薬局 吉岡店

宮城県黒川郡大和町吉岡南第二土地区画事業
地区内92街区1-2

022-725-4224

月～金 8:30～18:30
土 8:30～16:30

宮城県仙台市営地下鉄｢台原駅｣より徒歩5分
(1)大和町営バス「まほろばタウン」下車徒歩1分
(2)大和町役場より徒歩1分
(3)東北道大和ICより車で10分

月～金 9:00～19:00
022-304-2022 土 9:00～18:30
日10:00～13:00
月～金 9:00～18:00
022-255-2666
土 9:00～13:00

(1)地下鉄南北線「長町一丁目駅」または「長町駅」より徒歩5
分
(2)JR東北本線「長町駅」より徒歩5分

JR「仙台駅」より「連坊経由大和町・霞の目行き」バスにて
「大和町二丁目・ＮＴＴ東北病院入口」下車徒歩15分

アイン薬局 長町店

宮城県仙台市太白区あすと長町1丁目2-1

アイン薬局 東仙台店

宮城県仙台市宮城野区岩切1丁目11-1

アイン薬局 中倉店

宮城県仙台市若林区中倉1丁目5-15

022-782-5650 月～金 9:00～18:00

なかまち薬局

宮城県石巻市相野谷字飯野川町206-31

0225-61-1225

月～金 8:30～18:00
土 8:30～13:00

宮城交通 飯野川バス停徒歩3分

なかうら薬局

宮城県石巻市中浦1丁目2-124

0225-94-1293

月・火・木・金 9:00～18:00
水・土 9:00～13:00

ミヤコーバス「大街道新橋停留所」より徒歩 5 分

アイン薬局 豊里店

宮城県登米市豊里町小口前37-3

0225-79-3081 月～金 9:00～18:00

JR「陸前豊里駅」より徒歩20分

アイン薬局 築館店

宮城県栗原市築館字留場桜町25-1

0228-21-5038 月～金 9:00～18:00

ミヤコーバス｢栗原中央病院前｣下車徒歩1分

アイン薬局 蔵王店

宮城県刈田郡蔵王町大字円田字和田138-3

0224-22-7866 月～金 8:30～17:30

ミヤコーバス「蔵王病院前」より徒歩1分

アイン薬局 村田店

宮城県柴田郡村田町大字村田字西62-3

0224-82-1682

月～金 8:30～17:30
土 9:00～12:00

宮城交通バス「村田中央」より徒歩3分

アイン薬局 岩沼店

宮城県岩沼市中央1丁目3-10

0223-23-1733

月～水・金 9:00～18:00
木・土 9:00～13:00

(1)「岩沼駅」東口より徒歩15分
(2)市バス南北線「竹駒神社本町」下車徒歩1分

アイン薬局 栗駒店

宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎六日町90-2

0228-49-1131

月・火・木・金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

「旧栗駒駅」向かいバス停より徒歩3分

アイン薬局 古川店

宮城県大崎市古川穂波3丁目8-51

0229-91-8052 月～金 9:00～18:00

仙台市営バス岩切線「岩切１丁目南」より徒歩2分

ミヤコーバス「大崎市民病院前｣下車徒歩5分

＜秋田県＞
店舗名

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段
(1)JR「秋田駅」西口より徒歩15分
(2)JR「秋田駅」よりタクシーで5分
(3)JR「秋田駅」西口より「大川反車庫行き」バス（南大通り経
由）にて8分

アイン薬局 中通店

秋田県秋田市南通築地2-31

018-884-7213

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

ホシ薬局

秋田県秋田市保戸野中町1-25

018‐883-1300

月～水・金・土 8:30～18:00 バス「すわ町」下車徒歩1分
木 8:30～13:00
バス「通町」下車徒歩5分

横手オープン薬局

秋田県横手市清川町13-32

0182-35-2500

月～金 8:30～18:00
土 8:30～13:00

JR「横手駅」より徒歩20分
バス「セントラル前」下車徒歩1分

赤坂オープン薬局

秋田県横手市赤坂字大道添79-4

0182-35-5588

月・火・木・金 8:30～18:30
土 8:30～17:00

バス「西赤坂」下車徒歩2分

角館オープン薬局

秋田県仙北市角館町勝楽133-1

0187-52-1800 月～金 8:30～17:30

バス「市立角館総合病院」下車徒歩3分

アイン薬局 由利本荘店

秋田県由利本荘市岩渕下68-2

月～金 9:00～18:00
0184-28-0233
土 9:00～13:00

(1)JR「羽後本荘駅」より徒歩15分
(2)羽後交通バスまたは「羽後本荘駅」より市内循環バス｢岩
渕下｣下車徒歩2分

ツチヤ薬局 御成町店

秋田県大館市御成町2丁目5-7

0186-43-5337

ツチヤ薬局 末広町店

秋田県大館市幸町2-24

0186-42-8180 月～金 8:30～18:30

バス「市立病院前」下車徒歩1分

秋田県大館市比内町扇田大谷地25-1

月・火・木 9:00～18:30
水 9:00～18:00
0186-50-7155
金 9:00～19:00
土 9:00～13:00

バス「比内総合支所」下車徒歩10分

ツチヤ薬局 扇田店

アイン薬局 角館店

秋田県仙北市角館町上野4-1

0187-55-5887

月～金 8:30～18:30
土 8:30～12:30

月～金 8:30～17:30
土 9:00～12:00
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JR奥羽本線「大館駅」より徒歩5分

(1)秋田新幹線「角館駅」より徒歩約15分
(2)JR田沢湖線「角館駅」より徒歩約15分
(3)秋田内陸縦貫鉄道「角館駅」より徒歩約15分
(4)羽後交通バス「角館病院前」下車
(5)仙北市民バス「市立病院前」下車

アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜東北エリア＞

＜山形県＞
店舗名

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段

すみれ調剤薬局 小白川店

山形県山形市小白川町4丁目8-12

月～水・金 9:00～18:00
023-628-5556 木 9:00～17:00
土 9:00～14:00

アイン薬局山形さくら町店

山形県山形市桜町1-12

023-664-0225

月～金 8:45～17:45
土 8:45～12:45

(1)JR「山形駅」より徒歩5分
(2)バスにて「篠田病院前」下車徒歩4分

アイン薬局 医者街通り店

山形県山形市花楯1丁目16-12

023-631-1447

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:30

バス「印役寺前」下車徒歩10分

すみれ調剤薬局 本店

山形県山形市大野目2丁目2-35

月～水・金 9:00～18:00
023-635-2020 木 9:00～13:00
土 9:00～16:30

「山形駅」より「天童・大野目行き」バスにて「大野目」下車徒
歩5分

アイン薬局 西川店

山形県西村山郡西川町大字海味542-1

0237-74-5155 月～金 9:00～18:00

JR「寒河江駅」より「水沢（月山銘水館）行き」バスにて「町立
病院前」下車徒歩3分

すみれ調剤薬局
県立中央病院前店

山形県山形市大字青柳1539-１

023-686-2151

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

(1)「字山形駅」より「県立中央病院前行き」バス「県立病院前
バス停」下車徒歩3分
(2)奥羽本線「南出羽駅」より徒歩8分

アイン薬局 県立中央店

山形県山形市大字青柳1544-9

月～金 9:00～18:00
023-679-3211
土 9:00～14:00

(1)「山形駅」より「県立中央病院前行き」バスにて「県立病院
前バス停」下車徒歩3分
(2)奥羽本線「南出羽駅」より徒歩8分

アイン薬局 成沢店

山形県山形市成沢西2丁目9-6

023-688-3447

アイン薬局 芸工大前店

山形県山形市東青田3丁目11-5

月・火・木・金 8:30～18:00
023-625-1447 水 8:30～13:00
土 8:15～13:15

バス「東青田三丁目」下車徒歩5分

アイン薬局 元木店

山形県山形市元木3丁目2-4

月・火・木・金 9:00～18:00
023-633-4247 水 9:00～12:00
土 9:00～15:30

バス「元木団地前」下車徒歩5分

アイン薬局 米沢駅前店

山形県米沢市駅前2丁目3-18

0238-24-7300

アイン薬局 米沢店

山形県米沢市福田町2丁目1-54

0238-26-2622 月～金 9:00～18:00

(1)JR｢米沢駅｣より市街地循環バス10分
(2)JR｢米沢駅｣より徒歩20分

コスモス調剤薬局

山形県南陽市宮内1176-13

0238-47-7433 月～金 8:30～18:00

フラワー長井線「宮内駅」下車徒歩10分

すみれ調剤薬局
公立置賜病院前店

山形県東置賜郡川西町大字西大塚字
堂ノ前参1973

0238-42-6111 月～金 8:30～17:30

フラワー長井線「西大塚駅」より徒歩10分

アイン薬局
おきたま公立病院前店

山形県東置賜郡川西町大字
西大塚字横道1371-5

0238-42-6222 月～金 8:30～17:30

フラワー長井線「西大塚駅」より徒歩10分

おきたま調剤薬局

山形県長井市幸町16-12

月・火・木・金 8:30～17:30
0238-84-2288 水 8:30～13:00
土 8:30～13:00

フラワー長井線「長井駅」より徒歩10分

フラワー調剤薬局

山形県長井市大町9-18

0238-83-1288 月～金 8:30～17:30

フラワー長井線「長井駅」より徒歩10分

アイン薬局 天童店

山形県天童市鎌田1丁目6-8

023-652-077１

アイン薬局 新庄店

山形県新庄市鉄砲町29-1

0233-28-8150 月～金 9:00～18:00

(1)JR｢新庄駅｣より徒歩10分
(2)山交バス「県立病院前」下車徒歩3分

すみれ調剤薬局 ゆたか店

山形県酒田市ゆたか1丁目5-17

月～水・金 9:00～18:00
0234-34-5700 木 9:00～12:00
第1、3、5土 9:00～17:30

JR「酒田駅」より徒歩10分

アイン薬局 酒田店

山形県酒田市大宮町1丁目5-2

月～金 9:00～18:00
0234-21-2185
土 9:00～12:00

(1)JR｢酒田駅｣より車で15分
(2)JR｢酒田駅｣より庄内交通バス｢鶴岡駅エスモール行き｣に
て｢日本海病院前｣下車

アイン薬局 川西店

山形県東置賜郡川西町大字上小松根岸2919-1

0238-54-2008 月～金 9:00～18:00

JR｢羽前小松駅｣より徒歩20分

アイン薬局 南陽店

山形県南陽市椚塚1177

0238-50-0165

月～金 8:30～17:30
土 8:30～12:30

JR｢赤湯駅｣よりタクシーで5分

山形県上山市金谷字金ヶ瀬1120-1

月～金 8:30～17:30
023-672-2033
土 8:30～12:00

山形県西村山郡河北町谷地字月山堂136-6

(1)｢寒河江駅｣より寒河江バスターミナル「チェリーランド・谷
地行き」バスにて「河北病院西口」下車
0237-71-0322 月～水・金・日 9:00～18:00
(2)「山形駅」より「谷地行き」バスにて「河北病院西口」下車
(3)ＪＲ奥羽本線｢神町駅｣よりタクシーで１５分

アイン薬局 上山店

アイン薬局 河北町店

すみれ調剤薬局 東根中央店 山形県東根市中央3丁目9-6

月・火・木・金 9:00～18:00
土 9:00～17:30

月～金 9:00～18:00
土 9:00～17:00

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

月・火・木・金 9:00～18:00
0237-43-1717 水 9:00～12:30
土 9:00P～12:30
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「山形駅」より「関沢・宝沢方面行き」バスにて「小白川４丁目」
下車徒歩１分

バス「成沢」下車徒歩10分

JR｢米沢駅｣より徒歩10分

JR「天童駅」より徒歩20分

(1)JR「茂吉記念館前駅」より徒歩10分
(2)JR「かみのやま駅」より「千歳公園車庫行き」バスにて「北
金谷バス停」下車徒歩3分

JR「さくらんぼ東根駅」より東根市民バスで７〜8分

アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜東北エリア＞

＜福島県＞
店舗名

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段

キュウキュウ堂薬局 鎌田店

福島県福島市鎌田字舟戸前9-1

024-553-8399 月～水・金・土 8:30～18:30 福島交通バス「卸商団地入口前」下車徒歩5分

キュウキュウ堂薬局
ラヴィバレ店

福島県福島市早稲町4-16
ラヴィバレ一番丁1F

024-522-9901

キュウキュウ堂薬局
南福島駅前店

福島県福島市伏拝字台田21-2

024-573-9934 月～土 9:00～19:00

アイン薬局 福島石川店

福島県石川郡石川町字立ヶ岡50-11

0247-56-3883 月・火・木～土 8:30～19:15 JR水郡線「磐城石川駅」より徒歩5分

アイン薬局 西ノ内店

福島県郡山市西ノ内2丁目10-32

024-991-9903

アイン薬局 郡山名倉店

福島県郡山市名倉23-2

月～木 8:30～12:30、17:00
JR「郡山駅」西口より「栄町経由柴宮団地行」バスにて｢桜小
～20:00
024-954-6321
学校前｣より徒歩3分
土 8:30～16:00
日 8:30～12:30

アイン薬局 開成店

福島県郡山市開成5丁目12-31

キュウキュウ堂薬局 二本松店福島県二本松市成田町1丁目812-3

024-927-1822

0243-22-8899

月～水・金 9:00～19:00
土 9:00～16:00

月～金 9:00～18:00
土 9:00～15:00

JR「福島駅」より徒歩5分
JR「南福島駅」より徒歩2分

JR「郡山駅」西口バスプールより路線バス（あすなろ循環西ノ
内回・コスモス循環西ノ内回・西ノ内経由大槻）「太田西ノ内
病院前」下車徒歩１分

月～水・金 8:45～18:30
木 8：45～13:00
土 8：45～17:00

「郡山駅」より福島交通バス「御霊櫃行き・山田原行き・ 休石
行き」にて「開成4丁目」下車徒歩3分

月～金 9:00～18:00
土 9:00～17:00（3週間毎）

(1)東北本線「二本松駅」から徒歩15分
(2)バス「若宮2丁目」下車徒歩3分
(1)「会津若松駅」より徒歩30分
(2)「会津若松駅」より車で10分
(3)会津若松ICより車で5分
(4)市営バス「扇町自動車学校前」より徒歩5分

アイン薬局 会津若松店

福島県会津若松市一箕町大字亀賀字北柳原271

0242-23-9538

月・水～金・土 10:00～
19:00

こくぶ薬局 鶴賀店

福島県会津若松市一箕町大字鶴賀字堤2-70

0242-32-2700

月～金・第2、4、5土 8:30～ JR会津若松駅より「松長団地行」バス10分。「中央病院前」
18:00
バス停下車すぐ。

こくぶ薬局 本店

福島県会津若松市鶴賀町1-4

月～金・第2、4、5土 8:30～
JR会津若松駅より「松長団地行」バス10分。「中央病
0242-32-1193 18:00
院前」バス停下車すぐ
第1、3土・祝日 9:00～17:00

こくぶ薬局 大町店

福島県会津若松市大町1丁目4-40

0242-33-1193

福島県会津若松市徒之町4丁目18-14

月・火・木・金 9:00～18:00
0242-29-4193 水 9：00～17：00
土 9:00～16:00

福島県会津若松市湯川町1-54

(1)JR会津若松駅より「市内2コース」バス30分「竹田病院前」
月～金・第1、3、5土 8:30～
下車徒歩1分
0242-38-2588 18:00
(2)JR会津若松駅より「市内2コース」バス10分「竹田病院前」
第2、4土 8:30～11:30
下車徒歩1分

こくぶ薬局 湯川店

福島県会津若松市湯川町1-54

月～金・第1、3、5土 8:30～
会津若松駅発、市内2コース「竹田病院前」バス停下車
0242-29-1193 18:00
徒歩2分
第2、4土 8:30～11:30

こくぶ薬局 山鹿店

福島県会津若松市山鹿町4-20

月～金・第1、3、5土 8:30～
JR会津若松駅発「市内2コース」バス「竹田綜合病院前」下車
0242-38-3093 18:00
徒歩約5分
第2、4土 8:30～11:30

アイン薬局 国見店

福島県伊達郡国見町大字塚野目字三本木10-1

024-529-1165 月～金 9:00～18:00

アイン薬局 猪苗代店

福島県耶麻郡猪苗代町大字千代田字油地62-9

0242-72-1531

月～金 9:00～19:00
土 9:00～12:30

JR「猪苗代駅」より車で5分

アイン薬局 いわき富岡店

福島県いわき市小名浜南富岡富士前57

0246-54-1080

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

JR常磐線泉駅より車で10分

あさひ調剤薬局 いわき店

福島県いわき市内郷綴町金谷11-6

0246-27-4193

月・火・木・金 9:00～18:30
水・土 9:00～12:30

(1)JR内郷駅より徒歩１0分
(2)新常磐交通バス「金谷団地」バス停下車徒歩5分

アイン薬局 いわき小島店

福島県いわき市小島町1丁目5-10

月～土 9:00～18:00
0246-45-2120 第2、3、4、5日・祝日 9:00～ JR「いわき駅」より徒歩30分
13:00

アイン薬局 南相馬店

福島県南相馬市原町区旭町1丁目47

0244-25-3805

月・火・木・金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

JR常磐線「原ノ町駅」より徒歩5分（西方面）

アイン薬局 南相馬東店

福島県南相馬市原町区高見町2丁目122-1

0244-23-7709

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

JR常磐線「原ノ町駅」より常磐交通バス「高見町二丁目」より
徒歩1分（南方面）

アイン薬局 原町店

福島県南相馬市原町区日の出町541-5

0244-26-7825

月～水・金 9:00～18:00
木・土 9:00～12:00

ＪＲ常磐線「原ノ町駅」から徒歩40分

アップル薬局

ありす薬局

月～水・金～日 9:00～
18:00
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(1)JR会津若松駅より徒歩15分
(2)JR七日町駅より徒歩10分
(1)JR会津若松駅より「市内1コース」バス「徒之町」バス停下
車徒歩1分
(2)JR会津若松駅より「市内2コース」バス「徒之町」バス停下
車徒歩2分

(1)JR「藤田駅」より徒歩10分
(2)福島県交通「福島駅」より｢藤田病院行き｣バスにて「藤田
病院前」下車徒歩1分

