
令和5年4月現在

電　話　番　号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号 住　　　　　　　所

アーク調剤薬局長野稲葉店 ２１４-２４０７ ２１４-２４０８ 長野市稲葉６６４-５

オワリベ象山屋薬局 ２３９-７７０１ ２３９-７７０２ 長野市西尾張部１０２２-３

風間薬局 ２２１-７６１８ ２２２-３２７５ 長野市風間１３８-２

クスリのアオキ稲葉薬局 ２６７-０２７６ ２６７-０２６６ 長野市大字稲葉字中河原沖８９６番

クスリのアオキ高田薬局 ２６２-１３５１ ２６２-１３５２ 長野市大字高田４４３番地１

クスリのアオキ南高田薬局 ２１７-２７３１ ２１７-２７３２ 長野市南高田１-１６-１

クスリのアオキ若宮薬局 ２５６-８０７８ ２５６-８０７１ 長野市西尾張部若宮北１９４-１

さくら薬局長野高田店 ２６６-０３１８ ２６６-０３１９ 長野市大字高田１２５９

サンマリーン薬局 ２８５-９９５０ ２８５-９９５１ 長野市松岡２-３９-５

しなのき調剤薬局 ２６６-０３３２ ２６６-０３３８ 長野市大字北長池１６０２番地1

日本調剤たかだ白樺薬局 ２５１-６１３１ ２５１-６１３０ 長野市南高田２-４-２２

高田土屋薬局 ２２５-９１８０ ２２５-９１９０ 長野市高田５４７-１０

たんぽぽ薬局 ２１３-６６１５ ２２１-６６１９ 長野市大豆島５４０-２

長池かたぎり薬局 ２３９-７５５０ ２３９-７５５１ 長野市北長池２０７０-１

長池ひとみ薬局 ２５２-５０３５ ２５２-５０３６ 長野市北長池２０４６-４

日詰モリキ薬局 ２５１-１０５５ ２５１-１０５６ 長野市大字稲葉日詰２７７７-１

ビヨンド西友西尾張部薬局 ２１５-１３１３ ２１５-１３００ 長野市西尾張部１０６０-１２

まい薬局 ２１４-２１０２ ２１４-２１０８ 長野市南長池１８９-７

まめじま薬局 ２６７-０４１７ ２６７-０４２３ 長野市松岡２-１２-１０

まるさん堂薬局 ２５７-０３１０ ２５７-０３１１ 長野市南長池７５６-１

モリキ大豆島薬局 ２１３-４０３５ ２１３-４０３６ 長野市大豆島4216

アーク調剤薬局長野栗田店 ２８５-０４１３ ２８５-０４１４ 長野市栗田２０９２

アイセイ薬局日赤前店 ２２３-３０３０ ２２３-３０３１ 長野市若里６-１-６

あずま通り薬局 ２１９-２５５０ ２１９-２５５１ 長野市鶴賀１４２-６ ハイツ新井１Ｆ

いまち薬局 ２１７-７３２０ ２１７-７３４０ 長野市居町７-３

カサイ薬局 ２２８-７１５０ ２２４-８２１９ 長野市差出南２-１-３６

北市土屋薬局 ２９１-３７７１ ２９１-３７８１ 長野市若里１-３４-３ 東洋若里ビル１Ｆ

北村薬局 ２２８-２８１１ ２２８-２８９１ 長野市上千田沖２９５-３

コスメⅡ薬局 ２２９-５５５１ ２２９-５５５２ 長野市鶴賀３３１-２

さくら薬局長野東口店 ２１７-６１０６ ２１７-６１０７ 長野市栗田１６６０

センスビュー薬局 ２６７-５２３０ ２６７-５２３１ 長野市栗田１９３７

長東薬局 ２２６-５０５３ ２２９-８８７７ 長野市栗田２１５２

長野国民堂薬局 ２２６-７０９６ ２２６-７３４３ 長野市大字安茂里８０１１

長野若里さくら薬局 ２２３-４７７１ ２２３-１７６４ 長野市若里６-１-６

ななせ薬局 ２１７-３６１１ ２１７-３６１２ 長野市七瀬２１-７

ひかり薬局 ２６９-６０７７ ２６９-６０７８ 長野市若里６-１-５ ベルエール

ふれあい土屋薬局 ２６９-６１２０ ２６９-６１２２ 長野市若里６-１-５ ベルエール１Ｆ
薬局マツモトキヨシ長野栗田店 ２６７-４８８０ ２６７-４８８１ 長野市栗田１８２４

みやこ薬局 ２１７-３５５２ ４６２-３５５２ 長野市鶴賀302-2

モリキ伊勢宮薬局 ２２８-８０８５ ２２８-８８８３ 長野市差出南２-２２-６

よりそい薬局 ２６６-０７０１ ２２４-０７７１ 長野市安茂里小市２-１６-１７

若里土屋薬局 ２６４-７６９５ ２６４-７１６７ 長野市若里６-１-６

アイン薬局松代店 ２６１-２１１２ ２７８-１１００ 長野市松代町松代１６３-１２

あおば薬局 ２９０-６６０７ ２９０-６６０８ 長野市松代町松代６２１-２

一文字屋薬局松代みらい店 ２７８-７７９７ ２７８-７８３４ 長野市松代町松代１７６

インター松代象山屋薬局 ２９０-６２００ ２９０-６１２０ 長野市松代町西寺尾字町裏１４６３

ウエルシア薬局長野若穂店 ２８２-７３６６ ２８２-７３６７ 長野市若穂綿内４４５

上林薬局 ２８２-３００７ ２８２-６７６６ 長野市若穂町保科３０３０-３

さなだ薬局 ２１５-６３７７ ２１５-６３８８ 長野市松代町松代１８１-８

サンワ薬局 ２８２-６５５２ ２８２-６５１６ 長野市若穂川田字領家１７６９-３

ひより薬局 ２８２-５３９１ ２８２-２６２８ 長野市若穂牛島字村東沖５８３-３

まごころ薬局 ２８５-９２４２ ２８５-９２４３ 長野市松代町東寺尾７１５-８

松代モリキ薬局 ２６１-２１３４ ２６１-２１３５ 長野市松代町松代１６３-１４

ユリナ薬局 ２７８-８６３１ ２７８-８９４１ 長野市松代町松代１５３-１０

若穂土屋薬局 ２６６-５２７０ ２６６-５２８０ 長野市若穂綿内７５３０

わたうち薬局 ２１４-８５００ ２１４-８５０１ 長野市若穂綿内８７４６-１

新町薬局 ２９１-２１４０ ２９１-２１４１ 長野市信州新町上条１５３

田端薬局 ２６２-２１７８ ２６２-２１７９ 長野市信州新町下市場３５４

中澤薬局（信州新町） ２６２-２０５４ ２６２-３１８６ 長野市信州新町新町１９０

⑥
第
6
地
区

安茂里堀越内科クリニック

伊勢宮胃腸外科

板倉内科・糖尿病クリニック

きたの耳鼻咽喉科クリニック

小清水医院

小林クリニック七瀬

武田医院

塚田整形外科

鶴賀病院

徳永医院

鳥山眼科医院

中澤ウィメンズライフクリニック

長野県精神保健福祉センター

長野赤十字病院

東口病院

東口メンタルクリニック

彦坂医院

福嶋メンタルクリニック

吉澤産婦人科医院

わかこ皮ふ科クリニック

⑦
第
7
地
区

加古医院

神林医院

倉石整形外科クリニック

滝澤医院

立岩医院

長野松代総合病院

長野松代総合病院付属若穂病院

ハナイ眼科医院

むらおか脳神経外科クリニック

わかほこどもクリニック

⑧

第

8

地

区

厚生連新町病院

⑤
第
5
地
区

薬　　　　 局 　　　　名 処方せん発行医療機関

赤川胃腸科外科医院

芦澤胃腸科外科医院

あらかわファミリークリニック

池田眼科

いちかわ内科クリニック

きし整形外科

北長池整形外科 ・ 児島医院

高田整形外科オルソクリニック

徳武クリニック

林リウマチ整形外科クリニック

ふくおか耳鼻咽喉科めまいクリニック

降旗醫院 ・ 保谷眼科

みうらハートクリニック

南長池診療所 ・ 宮島医院

村井産婦人科

わかまつ呼吸器内科クリニック

電　話　番　号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号 住　　　　　　　所

アーク調剤薬局長野柳原店 ２５５-７１２０ ２５５-７１２１ 長野市柳原２２２１-１４
あいケア薬局西和田店 ２３９-７８８６ ２３９-７８８７ 長野市西和田１-２８-４６
飯綱グリーン薬局 ２５３-１５１５ ２５３-１５１６ 上水内郡飯綱町牟礼２３６７-１
いしわた菜の花薬局 ２３９-７３３３ ２３９-７７１０ 長野市大字石渡６３-８
井上薬局 ２５２-５５７０ ２５２-５５７１ 長野市桜新町６６３-１
ウエルシア薬局飯綱平出店 ２５３-１１１８ ２５３-１２２８ 上水内郡飯綱町大字平出２８３８-１
ガーデン薬局 ２１７-８６００ ２５１-５５７７ 長野市豊野町豊野５８３－８
金箱まい薬局 ２１９-６４６０ ２１９-６４６１ 長野市大字金箱３４１-２
クスリのアオキ石渡薬局 ２５６-６８０５ ２５６-６８３１ 長野市大字石渡字東田５９-２
国民堂薬局 ２５７-２０２７ ２５７-２０３６ 長野市豊野町豊野１３０７-１
小島あすなろ薬局 ２１３-７３９０ ２１３-７３９１ 長野市小島４０７-８
コスモファーマ富竹薬局 ２２５-９５５８ ２２５-９５５９ 長野市大字富竹字堰下1693-5
三水わかば堂薬局 ２５３-８９３９ ２５３-８９２９ 上水内郡飯綱町倉井２７７２-１
信越土屋薬局 ２５４-８３７０ ２５４-８３８０ 上水内郡信濃町大字柏原３８２-３
中島薬局 ２５７-３０７７ ２５７-６１０６ 長野市豊野町豊野沖５９７-２
ながぬま調剤薬局 ２９６-７２１５ ２９６-７２１６ 長野市大字津野８２８-４
支援センター長野薬局 ２９５-９３１１ ２９５-１８１１ 長野市富竹字宮田１４０６-６
西澤薬局 ２４３-２８８２ ２６３-１０３０ 長野市柳原１９９８-１４
むすび野薬局 ２１７-７１１９ ２１７-５７７８ 上水内郡信濃町大字古間８４６
薬局マツモトキヨシ石渡店 ２５２-６６７０ ２５２-６６７１ 長野市大字石渡１３７-１７
ヨシダ薬局 ２５９-３３０６ ２５９-３７１０ 長野市吉田５-３１-４５
吉田グリーン薬局 ４６２-１１２１ ４６２-３５１１ 長野市吉田４-４-３０
吉田南センスビュー薬局 ２４１-１８８８ ２４１-１８８９ 長野市吉田５-２３-１１-１
わかば堂薬局 ２５３-８９３５ ２５３-８９４３ 上水内郡飯綱町牟礼２２１１-４

アーク調剤薬局長野上松店 ２１９-６８４５ ２１９-６８４６ 長野市上松３-２３-２０
あさひ薬局 ２１５-１３１０ ２１５-１３２３ 長野市上松４-５-２
稲田薬局 ２４３-８１１３ ２４３-８１１４ 長野市稲田３-２７-１５
ウエルシア薬局IKONE City長野稲田店 ２１９-６２４３ ２１９-６２４４ 長野市稲田３-２５４２ IKONE City内
ウエルシア薬局長野若槻大通り店 ２５８-６０７０ ２５８-６０７１ 長野市徳間１-５-２６
ＳＢＣ通り岡沢薬局 ２４４-８００３ ２４４-８００３ 長野市吉田２-９-６
クスリのアオキ三輪薬局 ２５６-６５１０ ２５６-６５１１ 長野市三輪９-４６-３６
さゆり薬局 ２５５-７７８１ ２５５-７７８２ 長野市大字若槻東条１０８７-５
三才薬局 ２９５-５７９５ ２９５-５７９９ 長野市西三才１３６７-１
中央薬局 ２１９-３１０３ ２１９-３１０４ 長野市徳間５６６-５
徳間ひとみ薬局 ２５７-００５０ ２５７-００５３ 長野市大字徳間字三反田７４９
花みずき薬局 ２５９-８７００ ２５９-８７０３ 長野市檀田2-32-22
フタキ薬局 ２４１-３３１６ ２４１-３３１９ 長野市上松４-５-１１
マーシィー稲田薬局 ２３９-６６０６ ２３９-６６１６ 長野市稲田１-３９-１
調剤薬局マツモトキヨシ上松店 ２３７-８８２５ ２３７-８８２０ 長野市上松２-26-7-1
調剤薬局マツモトキヨシ徳間店 ２５４-５６７５ ２５４-５６８０ 長野市大字徳間３１０５
まゆみだ薬局 ２４１-０１５４ ２４１-０１５２ 長野市大字檀田２-１６-７
みのり薬局 ２３９-６８５０ ２３９-６８５１ 長野市吉田２-１-２８
めだか薬局 ２５２-６３１２ ２５２-６３２６ 長野市神楽橋１０-１１４
もめんや薬局 ２９６-１１３７ ２９６-３４３３ 長野市上野１-６-１
モリキ薬局まゆみ田店 ２６６-０４０７ ２６６-０４２２ 長野市檀田２-３０-７
湯谷ひとみ薬局 ２１３-０３１１ ２１３-０３１２ 長野市上松４-３３-８
若槻岡沢薬局 ２４１-３１０７ ２４１-３１０７ 長野市若槻団地１-１８４
わかつき大通り薬局 ２９５-４００７ ２９５-４００１ 長野市若槻東条５５１

あいケア薬局本郷駅前店 ２６２-１３２７ ２６２-１３２８ 長野市三輪３-１４-７
ウエルシア薬局長野三輪店 ２３８-６０８２ ２３８-６０８３ 長野市三輪６-１６-２７
きりはら薬局 ２１９-２７８８ ２１９-２７６６ 長野市桐原2-15-1
クオール北長野薬局 ２３９-６２８９ ２３９-６２９０ 長野市吉田３-２２-１２
クスリのアオキ三輪東薬局 ２１７-１７６５ ２１７-１７６６ 長野市三輪１-８-２６
城東薬局 ２３７-７００７ ２３７-７６０９ 長野市三輪６-１７-１
天龍堂本郷薬局 ２５９-８７５７ ２６３-９１５０ 長野市三輪３-１３-１０
東急ライフ岡沢薬局 ２５９-８１２３ ２５９-８１２３ 長野市吉田３-２２-１
三輪薬局 ２５９-７６３５ ２５９-７６３５ 長野市三輪１-５-１９
三輪かたぎり薬局 ２３５-４６４１ ２３５-４６４２ 長野市三輪５-４３-２１
三輪土屋薬局 ２１９-１９１０ ２１９-１９２０ 長野市三輪５-４３-１８
モリキ薬局三輪店 ２５２-５２６０ ２５２-５２６１ 長野市三輪３-８１３-１

アーク調剤薬局ながの東急店 ２１７-４２０３ ２１７-４２０４ 長野市南千歳1-1-1 ながの東急百貨店本館6F

アイセイ薬局長野みすゞ店 ２２８-３６６０ ２２８-３６８５ 長野市南千歳町８８０-１
あおぞら薬局 ２３８-３５３５ ２３８-３４１１ 長野市西鶴賀町１５６５-１
角大薬局 ２２８-４０９１ ２２８-４０９２ 長野市新田町１４６５
漢方薬の又三郎薬局 ２３５-２３４８ ２３５-２３４８ 長野市新田町１５２８-１
コウジヤ薬局 ２２６-３５２０ ２２４-６１４３ 長野市南石堂町１４２１
コスモファーマ鍋屋田薬局 ２１９-３９７５ ２１９-３９７６ 長野市鶴賀鍋屋田１３４７-7 セブンビル１Ｆ

後町薬局 ２３７-３２００ ２３７-７０３４ 長野市西後町６１０
小林薬局 ２３４-２４９１ ２３４-２４９３ 長野市西後町１５７９-１
さくら薬局長野桜枝町店 ２５２-７３５０ ２５２-７３５１ 長野市桜枝町１１６９-１
さなえ薬局 ２３３-８３５８ ２３３-８２５８ 長野市早苗町２５-９ 浅賀ビル１Ｆ
サン薬局 ２６８-００８５ ２６８-００８６ 長野市鶴賀緑町１１０２
資生堂伊東薬局 ２３５-１１３３ ２３２-２０２２ 長野市権堂町２３２１
たかもり薬局 ２３２-３２０６ ２３２-３２０７ 長野市大字長野字桜枝町８４６-１
田町薬局 ２３８-７６０６ ２３８-７６０７ 長野市鶴賀田町２１００-１
ちとせ薬局 ２１９-６６４８ ２１９-６６４７ 長野市新諏訪2-1-3 
ツマシナ薬局 ２１７-５９５６ ２１７-５９５７ 長野市大字南長野妻科３９１-イ-３
中沢薬局（新田町） ２２６-０６２６ ２２６-１６６０ 長野市新田町１４７８
なかやま薬局 ２３４-１６９３ ２３４-６６３７ 長野市大字鶴賀権堂町１４４９
西鶴賀土屋薬局 ２１７-１２８０ ２１７-１２９０ 長野市大字鶴賀西鶴賀町１４７３-１
ファーマシーにしつるが ２１９-２５１２ ２１９-２５１３ 長野市大字鶴賀西鶴賀町１５３０-７
マツザワ薬局 ２２６-３７８７ ２２６-３７８７ 長野市問御所１２３８-１
山本薬局 ２３３-３２８５ ２３３-３２８６ 長野市田町２１４９
れんげ薬局 ２３８-１７８８ ２３８-１７５５ 長野市鶴賀西鶴賀町１５６７-１２

処方せん発行医療機関薬　　　　 局 　　　　名

青豆診療所

飯綱病院

岡田呼吸器科内科医院

長田眼科医院

風の里クリニック

かねばこ内科クリニック

笹井医院

賛育会クリニック

信越病院

鈴木医院

田中病院

月岡内科

ながさき医院

中島医院

長野上田クリニック

長野市民病院

にいざわ皮ふ科

花岡内科医院

原山クリニック

むくろじ小児科

むらかみ整形外科

脳神経外科A-oneクリニック

磯村クリニック

おおくぼ眼科長野クリニック

岡田内科

おさだ形成皮ふ科クリニック

釜田内科胃腸科小児科医院

桑原外科

恵信会クリニック

小島内科

小林医院

榊ペインクリニック

坂原眼科医院

佐藤医院

繁田医院

武居医院

竹重病院

ドイルメンタルヘルスクリニック

中澤医院

長野中央病院

びわレディースクリニック

藤井クリニック

増田医院

山田眼科

①
第
1
地
区

②
第
2
地
区

③
第
3
地
区

④
第
4
地
区

あらい耳鼻咽喉科医院

池田クリニック

いでうら内科クリニック

稲田クリニック

うえまつ整形外科･リハビリテーション科

クリニック

太田医院　 ・　大森整形外科

長田眼科医院　 ・　加藤内科

片桐内科クリニック

北島眼科クリニック

小出メンタルクリニック

小谷医院

斎藤脳神経クリニック

しおいり小児科医院

清水内科クリニック

長島医院ペインクリニック

中村医院

新田ブレインクリニック

東長野病院　 ・　間宮眼科医院

まゆみ田クリニック

宮尾メンタルクリニック

宮沢医院 ・ 村山眼科医院

山岸泌尿器科クリニック

横田耳鼻咽喉科医院

安達内科医院

上野医院

かくた内科クリニック

耳鼻咽喉科 北長野駅前クリニック

北野病院 

小林脳神経外科病院

仁科医院

野田医院神経内科クリニック

はっちょう皮膚科

平野内科小児科医院

耳鼻咽喉科宮下医院

宮下整形外科

処 方 せ ん は 下 記 保 険 薬 局 で 一般社団法人 長野市薬剤師会
ＴＥＬ．２２７－３２２２


