【薬局】指定小児慢性特定疾病医療機関
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

名称
アイランド薬局 山下店
アイル薬局上野寺店
アイル薬局南矢野目店
アイル薬局 丸子店
アイル薬局 西口店
アイル薬局 太平寺店
アイン薬局 福島店
アイン薬局 南福島店
アイン薬局 ラヴィバレ店
アイン薬局 福島大森店
アイン薬局 福島鎌田店
あおぞら薬局 競馬場前店
あおば薬局
あかつき薬局
アクト調剤薬局 笹谷店
あじさい薬局
あすか調剤薬局 大森店
アップル薬局 八木田店
あぶくま薬局
イオン薬局福島店
ウエルシア薬局 福島大森店
ウエルシア薬局 福島鎌田店
ウエルシア薬局 福島八島田店

郵便番号
〒960－8115
〒960-8076
〒960－0112
〒960－0111
〒960－8053
〒960－8151
〒960-8101
〒960-8154
〒960-8045
〒960－1101
〒960-0102
〒960－8114
〒960－0112
〒960－0102
〒960-0241
〒960－8001
〒960－1101
〒960－8164
〒960－8112
〒960-0194
〒960-1101
〒960-0102
〒960-8056

所在地
福島市山下町4－7
福島市上野寺字西原18-2
福島市南矢野目字上戸ノ内6-6
福島市丸子字前川原57－30
福島市三河南町4－13
福島市太平寺字町ノ内70－1
福島市上町5番6号 上町テラス１階
福島市伏拝字台田21-2
福島市早稲町4-16 ラヴィバレ１番丁1階
福島市大森字街道下71－4
福島市鎌田字舟戸前9-1
福島市松浪町2－33
福島市南矢野目字鼓原18－18
福島市鎌田字一里塚5－12
福島市笹谷字寺町14-5
福島市天神町12－10
福島市大森字城ノ内50－1
福島市八木田字井戸上89－5
福島市花園町2－5
福島市南矢野目字西荒田50番地17
福島市大森字堂ノ裏62
福島市鎌田字西5-1
福島市八島田８－１

令和４年１月１日現在
電話番号
024-535-1189
024-573-6640
024-572-7378
024-553-3042
024-525-0410
024-539-5038
024-573-5721
024-573-9934
024-522-9901
024-544-6920
024-553-8399
024-536-1626
024-553-8028
024-572-3206
024-573-0562
024-534-2317
024-544-1630
024-544-1941
024-531-3916
024-558-8512
024-544-0301
024-552-6428
024-555-6035

24 ウエルシア薬局 福島早稲店
25 エール薬局 栄町店
26 エール薬局 笹谷東店
27 エール薬局 南矢野目店
28 エール薬局 北五老内店
29 エール薬局 北中央店
30 エール薬局 福島中央店
31 奥羽調剤薬局JR福島駅店
32 オリーブ薬局
33 株式会社 飯坂薬局
34 カワチ薬局 笹谷店
35 カワチ薬局 福島東店
36 カワチ薬局 福島南店
37 きりん調剤薬局
38 クオール薬局 ささきの店
39 クオール薬局 せのうえ店
40 クオール薬局 とやの店
41 クオール薬局 野田町店
42 クオール薬局 福島黒岩店
43 クオール薬局 福島店
44 クオール薬局 福島東店
45 クオール薬局 南沢又店
46 クスリのアオキ太平寺薬局
47 クスリのアオキ福島野田薬局
48 クスリのアオキ松川薬局
49 クラフト薬局 福島南沢又店
50 クローバー薬局 松川店

〒960-8044
〒960－8031
〒960－0112
〒960－0112
〒960－8131
〒960－8072
〒960－8073
〒960－8031
〒960－8141
〒960－0201
〒960ー0241
〒960－8218
〒960－8152
〒960－8133
〒960－8056
〒960－0101
〒960－8152
〒960－8055
〒960-8153
〒960－2102
〒960－8136
〒960－8254
〒960－8151
〒960-8055
〒960-1241
〒960－8254
〒960－1241

福島市早稲町8-22 一番丁キャッスル1階
福島市栄町1-31
福島市南矢野目字道下35－10
福島市南矢野目字上戸ノ内10－15
福島市北五老内町6－14
福島市北中央1－48－3 コーポミウラA102
福島市南中央１丁目７４番地
福島市栄町１－１
福島市渡利字鳥谷下町38－3
福島市飯坂町十綱町7
福島市笹谷字中谷地11-1
福島市高野河原下16－2
福島市鳥谷野字宮畑51
福島市桜木町1－21
福島市八島田字琵琶淵62－1
福島市瀬上字寺前1－12
福島市鳥谷野字宮畑65－2
福島市野田町1－13－54
福島市黒岩字竹ノ内10-1
福島市荒井北3－2－36
福島市八島町14－27
福島市南沢又字松北町2－14－5
福島市太平寺字沖高55番地
福島市野田町四丁目11番3号
福島市松川町字鼓ケ岡３番地の２
福島市南沢又字桜内33－3
福島市松川町字土腐6－2

024-526-0230
024-563-4346
024-573-0831
024-573-1961
024-525-2677
024-526-2660
024-597-7161
024-535-0021
024-526-0048
024-542-2151
024-555-6020
024-525-2170
024-544-1951
024-534-3201
024-555-1189
024-553-7218
024-544-1280
024-534-5130
024-572-7838
024-594-0189
024-573-9070
024-555-2866
024-563-7728
024-563-5528
024-597-6617
024-563-3536
024-537-1193

51 クローバー薬局 北店
52 けや木薬局
53 げんじろう調剤薬局 泉店
54 コスモ調剤薬局 大町店
55 コスモ調剤薬局 いずみ西店
56 コスモ調剤薬局 八島町店
57 コスモ調剤薬局 蓬萊店
58 コスモ調剤薬局 永井川店
59 コスモ調剤薬局 黒岩店
60 コスモ調剤薬局 笹谷店
61 コスモ調剤薬局 森合西店
62 コスモ調剤薬局 森合店
63 コスモ調剤薬局 泉店
64 コスモ調剤薬局 南沢又店
65 コスモ調剤薬局 南中央店
66 コスモ調剤薬局 南矢野目店
67 コスモ調剤薬局 八幡店
68 コスモ調剤薬局 福島駅西口店
69 コスモ調剤薬局 北中央公園前店
70 コスモ調剤薬局 野田町店
71 こせき薬局
72 ことぶき調剤薬局
73 さくらんぼ薬局
74 さくら薬局 永井川店
75 ささやの杜薬局
76 サンリツ薬局 福島店
77 スマイリー薬局 天神町店

〒960－0112
〒960-0101
〒960－8253
〒960－8041
〒960－8253
〒960－0113
〒960－8157
〒960－1102
〒960－8153
〒960－0241
〒960－8003
〒960－8003
〒960－8253
〒960－8254
〒960－8073
〒960－8136
〒960－8165
〒960－8053
〒960－0112
〒960－8055
〒960－8035
〒960－8136
〒960-8151
〒960－1102
〒960－0241
〒960－8163
〒960－8001

福島市南矢野目字中屋敷53－18
福島市瀬上町字幸町9-2
福島市泉字弐斗蒔18－16
福島市大町8番19号
福島市泉字清水内18－13
福島市八島町3－35
福島市蓬萊町2－2－111
福島市永井川字北谷地8－1
福島市黒岩字北井2－4
福島市笹谷字南田16－4
福島市森合高野1－15
福島市森合字屋敷下38－14
福島市泉字火焼津17－1
福島市南沢又字前田17－3
福島市南中央1－65－10
福島市南矢野目字荒屋敷53－11
福島市吉倉字八幡49－2
福島市三河南町1－15
福島市南矢野目字清水前31－5
福島市野田町6－5－2
福島市本町4－8 エリプスビル１F
福島市町八島町１－２０
福島市大平寺字児子塚36
福島市永井川字北谷地7－1
福島市笹谷字古屋敷4－1
福島市方木田字辻ノ内3－10
福島市天神町15－12

024-559-4193
024-553-6505
024-555-1860
024-573-6028
024-555-6118
024-573-8122
024-547-2270
024-544-0730
024-544-1550
024-555-5301
024-555-6581
024-555-5701
024-555-6880
024-555-6385
024-531-0330
024-555-6731
024-544-7012
024-526-1307
024-555-0028
024-526-2223
024-526-4777
024-526-3901
024-544-0175
024-544-0080
024-559-1193
024-544-1815
024-526-1566

78 そうごう薬局 福島駅前店
79 そうごう薬局 福島笹木野店
80 西口駅前薬局
81 日本調剤 福島薬局
82 のだ東中央オレンジ薬局
83 ハシドラッグ南福島薬局
84 はくあい薬局
85 ばにら薬局
86 ひかり薬局笹谷
87 ひがしはま薬局
88 ひまわり薬局
89 ファーコス薬局 東中央
90 ファーコス薬局 福島駅前
91 ファーコス薬局 渡利
92 ファーマライズ薬局 入江店
93 ファーマライズ薬局 卸町店
94 ファーマライズ薬局 鎌田店
95 ファーマライズ薬局 泉店
96 ファーマライズ薬局 大町店
97 ファーマライズ薬局 南福島店
98 ファーマライズ薬局 八島店
99 ファーマライズ薬局 北沢又店
100 ふたば薬局
101 ふたば薬局 笹谷店
102 ぷらんたん薬局
103 ぷらんたん薬局ささや
104 ベース薬局 北町店

〒960-8001
〒960－8057
〒960-8068
〒960－8136
〒960-8071
〒960-8151
〒960－8151
〒960－8031
〒960－8132
〒960－8252
〒960－0101
〒960－8071
〒960－8031
〒960－8141
〒960－8117
〒960－0102
〒960－0102
〒960－8253
〒960－8041
〒960－1102
〒960－8136
〒960－8251
〒960－8131
〒960－0241
〒960－8141
〒960－0241
〒960－8102

福島市天神町1-1
福島市笹木野字中西裏18－4
福島市太田町8-16
福島市八島町2-22
福島市東中央3-7-2
福島市太平寺字児子塚52-1
福島市太平寺字町ノ内2－2
福島市栄町12－10 ひかりビル１F
福島市北沢又字成出13－24
福島市東浜町１０－１６
福島市瀬上町字町裏2－3
福島市東中央2－2－2
福島市栄町6－6 ユニックスビル１F
福島市渡利字椚町25－4
福島市入江町15-12
福島市鎌田字卸町12－1
福島市鎌田字中江10－5
福島市泉字泉川3－21
福島市大町7－11
福島市永井川字壇ノ腰6－1 エトワール南福島103号
福島市八島町2－8
福島市北沢又字成出24－5
福島市北五老内町3－21
福島市笹谷字中田4－17
福島市渡利字沼ノ町45
福島市笹谷字塗谷地37－15
福島市北町3-38

024-572-3981
024-555-1071
024-573-2778
024-573-0103
024-563-6708
024-563-6530
024-544-0108
024-529-7635
024-557-5222
024-573-9447
024-554-6300
024-533-2660
024-524-1355
024-528-0666
024-528-2855
024-552-6135
024-554-2266
024-557-8855
024-526-4555
024-539-8989
024-536-2525
024-555-2200
024-536-3481
024-555-5535
024-521-1010
024-555-0880
024-573-7112

105 ベース薬局 宮下町店

〒960－8011
106 ベース薬局 三河台店
〒960－8055
107 ベース薬局 大森店
〒960－1101
108 ほうらい薬局
〒960－8157
109 ほばら薬局 鎌田店
〒960-0102
110 ほばら薬局 日赤前店
〒960－8136
111 みはる薬局 おやま店
〒960－8252
112 ミマスヤ薬局
〒960-1241
113 モトマチ薬局
〒960－0101
114 有限会社しみず薬局
〒960－1101
115 有限会社しみず薬局 しのぶヶ丘店 〒960－8223
116 有限会社しみず薬局 南中央店
〒960－8073
117 りんごの木薬局
〒960－8117
118 杏林堂薬局
〒960－8003
119 杏林堂薬局 吉井田店
〒960－8014
120 株式会社あさがお薬局
〒960－8117
121 近藤全治堂薬局
〒960－8031
122 元気薬局
〒960－8041
123 弘明堂薬局
〒960－8043
124 笹谷薬局
〒960－0241
125 寺島薬局 おやま店
〒960－8252
126 寺島薬局 北町店
〒960－8102
127 西中央薬局
〒960－8074
128 太平調剤薬局
〒960－8151
129 調剤薬局ゼネファーム 黒岩東店
〒960－1302
130 調剤薬局ゼネファーム 黒岩店
〒960－8153
131 南せのうえ薬局
〒960－0101

福島市宮下町15－23 タカノビル1F
福島市野田町2－4－25
福島市大森字坿79－5
福島市蓬莱町2－2－2
福島市鎌田字町東２番５
福島市八島町２－１６
福島市御山字検田83－4
福島市松川町字本町104
福島市瀬上町字本町22
福島市大森字舘ノ内72－1
福島市矢倉下14－1
福島市南中央１－６５－５ ラフィーネ１０１号室
福島市八島町２－８
福島市森合字高野22－10
福島市八木田字神明115－3
福島市入江町12－19
福島市栄町9－2
福島市大町2－14 加藤ビル
福島市中町1－12 サンライズ中町ビルB-101
福島市笹谷字出歩1－12
福島市御山字稲荷田53-1
福島市北町1－36
福島市西中央1－12－2
福島市太平寺堰ノ上90－5
福島市黒岩字榎平
福島市黒岩字素利町17
福島市瀬上町四斗蒔31－1

024-525-2241
024-525-3661
024-544-6678
024-549-2191
024-563-3044
024-597-8588
024-535-5501
024-567-2208
024-553-3150
024-545-8298
024-531-1811
024-536-3363
024-526-6336
024-557-2614
024-546-6333
024-533-7400
024-522-5556
024-522-8901
024-522-4428
024-557-6038
024-572-4581
024-521-6500
024-597-8115
024-563-1360
024-572-7039
024-539-9888
024-553-3939

132 冨士薬局

〒960－0201
133 保原薬局 やぎた店
〒960－8164
134 保原薬局 松川店
〒960－1241
135 保原薬局 渡利店
〒960－8141
136 方木田薬局
〒960－8163
137 松川天王原薬局
〒960-1241
138 薬局いずみ調剤
〒960－8253
139 薬局マツモトキヨシ エスパル福島店 〒960－8031
140 有限会社あおい薬局
〒960－2155
141 有限会社アジア堂薬局
〒960－8154
142 有限会社しらさか薬局
〒960－8204
143 有限会社タチバナ薬局
〒960－8164
144 有限会社三益屋薬局
〒960－1101
145 有限会社三好堂 健歩薬局
〒960－1101
146 有限会社石井薬局 大町本店
〒960－8041
147 有限会社武藤薬局
〒960－1301

福島市飯坂町東堀切11
福島市八木田字中島56－1
福島市松川町沼袋字北原85－1
福島市渡利字七社宮21
福島市方木田字中屋敷1－29
福島市松川町天王原94
福島市泉字弐斗蒔35－2
福島市栄町1－1
福島市上名倉字吉前38－5
福島市伏拝字台田3－3
福島市岡部字中川原1－6
福島市八木田字並柳137－2
福島市大森字本町18－3
福島市大森字高畑70－3
福島市大町8－16
福島市飯野町字町41

024-542-8297
024-539-7558
024-567-6967
024-524-3666
024-544-7023
024-537-1231
024-556-0111
024-521-2828
024-593-1188
024-546-7059
024-531-3261
024-545-1820
024-546-0559
024-545-6610
024-522-2476
024-562-2635

