
2022/11/7 更新 (244薬局) 

地域 薬局名 住所 TEL FAX

前橋 あい調剤薬局 前橋市西片貝町5-21-6 027-220-1112 027-220-1113

前橋 あい調剤薬局　上細井店 前橋市上細井町2068-6 027-260-6003 027-260-6005

前橋 あい調剤薬局　日吉店 前橋市日吉町4-4-7 027-260-6066 027-260-6067

前橋 あい調剤薬局　みやぎ店 前橋市鼻毛石町637-4 027-280-2115 027-280-2116

前橋 アイランド薬局　堀越店 前橋市堀越町1192-2 027-284-9983 027-283-9984

前橋 アイン薬局　前橋店 前橋市上新田町584-10 027-280-5181 027-280-5182

前橋 あおば薬局 前橋市朝倉町839-6 027-265-6868 027-265-6061

前橋 あすか調剤薬局 前橋市朝日町2-17-2 027-243-7833 027-243-7821

前橋 あすなろ薬局　前橋店 前橋市元総社町2468-3 027-212-5522 027-212-5523

前橋 あずま調剤薬局 前橋市箱田町992-9 027-212-5050 027-212-5051

前橋 アップル薬局　前橋店 前橋市朝日町3-18-16 027-243-6651 027-243-6649

前橋 荒口薬局 前橋市荒口町531-8 027-268-3236 027-268-3236

前橋 井上薬局 前橋市平和町1-6-20 027-231-4173 027-232-2004

前橋 ウエルシア　前橋青柳薬局 前橋市青柳町504-1 027-219-0681 027-219-0682

前橋 ウエルシア薬局　前橋上新田店 前橋市上新田町591-1 027-210-7102 027-210-7103

前橋 栄寿薬局 前橋市紅雲町1-6-15 027-224-3310 027-224-3312

前橋 エムハート薬局　はこだ店 前橋市箱田町393-9 027-280-5727 027-252-1561

前橋 おおご調剤薬局 前橋市茂木町245-8 027-280-2002 027-280-2013

前橋 おりづる調剤薬局 前橋市下石倉町20-8 027-280-3535 027-280-3534

前橋 かたかい調剤薬局 前橋市西片貝町3-380-1　ハイツ桃瀬105 027-210-6668 027-210-6687

前橋 金子調剤薬局 前橋市紅雲町2-20-10 027-223-8466 027-223-9299

前橋 上細井調剤薬局 前橋市上細井町1946-1 027-219-1056 027-219-1057

前橋 くるみ薬局 前橋市江木町1248-6 027-269-2068 027-269-2168

前橋 コアラ薬局 前橋市城東町3-19-1-1 027-237-4545 027-237-4343

前橋 コスモ２１薬局 前橋市江木町31-1 027-261-0324 027-261-1130

前橋 小谷薬局 前橋市城東町４－３－１ 027-231-4065 027-233-7069

前橋 コトブキ　薬局 前橋市南町3-33-11 027-223-1457 027-223-1457

前橋 サンライズファーマシー 前橋市朝日町1-12-8 027-220-5615 027-220-5616

前橋 しきしま調剤薬局 前橋市上小出町3-8-6 027-260-1987 027-260-1988

前橋 品川薬局　城東店 前橋市城東町4-17-2 027-233-6860 027-233-6860

前橋 柴崎薬局 前橋市総社町総社1182-10 027-252-7122 027-252-7162

前橋 染谷　薬局 前橋市小相木町338-4 027-253-5571 027-253-5571

前橋 調剤二の宮薬局 前橋市ニ之宮町1388-11 027-268-5520 027-268-3905

前橋 調剤薬局 元気の森 前橋市西片貝町3-123-2 027-260-8636 027-260-8637

前橋 同愛会薬局 前橋市昭和町3-11-13 027-234-2916 027-234-9193

前橋 ときざわ薬局 前橋市富士見町時沢1869-4 027-289-6913 027-289-6914

前橋 トマト薬局 前橋市田口町595-1-204 027-260-7601 027-260-7602

前橋 トリム薬局　杉の子店 前橋市朝日町3-19-8 027-260-9805 027-260-9806

前橋 なんきつ調剤薬局 前橋市荒牧町1-15-5 027-226-6551 027-226-6552

前橋 ネクスト調剤薬局新前橋店 前橋市古市町180-2（フォレストモール新前橋　内） 027-289-4841 027-289-4842

前橋 はまだ調剤薬局 前橋市紅雲町1-2-12 027-289-5600 027-289-5601

前橋 ファーコスおぎくぼ薬局 前橋市荻窪町字大日1200-3 027-260-3130 027-269-0206
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前橋 二子山薬局 前橋市天川町12-9 027-224-6555 027-224-7666

前橋 フタバ薬局本町店 前橋市本町2-6-11 027-223-8323 027-223-8322

前橋 古市調剤薬局 前橋市古市町1-4-12 027-256-9210 027-256-9211

前橋 フロンティア薬局　紅雲町店 前橋市紅雲町1-2-17 027-260-8222 027-260-8223

前橋 ヘルシー薬局 前橋市下細井町586-1グランパルク1階 027-237-3033 027-237-3034

前橋 前橋市薬剤師会　会営薬局 前橋市紅雲町1-2-15 027-223-8400 027-223-8401

前橋 前橋東薬局 前橋市上泉町2864-3 027-264-3255 027-269-9833

前橋 マルエ薬局川原店 前橋市川原町一丁目49-7 027-230-8000 027-230-8005

前橋 みなみ薬局 前橋市南町3-11-1 027-220-5228 027-220-5229

前橋 めぐみ調剤薬局 前橋市石倉町5-22-9 027-289-3331 027-289-3332

前橋 もものせ調剤薬局 前橋市西片貝町3丁目288-4 027-260-9363 027-260-9364

前橋 若宮調剤薬局 前橋市若宮町1-1-10 027-234-6881 027-234-6822

高崎 アイケイ薬局 高崎市中居町4-17-12 027-352-4400 027-353-2727

高崎 アイケイ薬局　矢中店 高崎市矢中町192-11 027-353-6633 027-353-6634

高崎 アイン薬局　榛名町店 高崎市中室田町上ノ原5998 027-395-4711 027-395-4712

高崎 あおば薬局 高崎市上中居町１４５５－５ 027-329-6500 027-329-6515

高崎 あすなろ薬局　高崎京目店 高崎市京目町793-2 027-329-5556 027-353-6969

高崎 あゆみ薬局 高崎市八島町222　高崎ターミナルビル西口1F 027-321-3781 027-321-3782

高崎 大井田薬局　高崎東店 高崎市南大類町888-1 027-350-8881 027-350-8882

高崎 オレンジ薬局 高崎市新田町6-8 027-321-9400 027-321-8400

高崎 神山薬局 高崎市上里見町1654-2 027-360-8200 027-360-8201

高崎 クオール薬局　中泉町店 高崎市中泉町613-2 027-372-6400 027-372-6402

高崎 倉渕薬局 高崎市倉渕町三ノ倉821 027-329-5198 027-329-5199

高崎 クローバー薬局　上中居店 高崎市上中居町408-8 027-381-8070 027-381-8071

高崎 クロサワ薬局　東口支店 高崎市栄町14-1 027-322-2217 027-322-2726

高崎 ぐんま調剤薬局　くらがの店 高崎市倉賀野町49-1 027-320-2015 027-346-0187

高崎 けやき薬局 高崎市飯塚町703-4 027-364-6601 027-364-6602

高崎 こくふ薬局 高崎市西国分町139-4 027-310-0410 027-310-0411

高崎 コスモファーマ薬局　並榎店 高崎市上並榎町412-3 027-370-2811 027-370-2812

高崎 コスモファーマ薬局　馬庭店 高崎市吉井町馬庭594-9 027-320-4122 027-320-4123

高崎 こばな薬局 高崎市下小塙町1576-6 027-329-5416 027-329-7506

高崎 上毛調剤薬局 高崎市棟高町1070-6 027-372-3700 027-372-3728

高崎 菅谷薬局 高崎市菅谷町1044-1 027-395-0163 027-395-0169

高崎 すばる薬局　塚沢店 高崎市天神町118 027-388-9888 027-388-9889

高崎 そうごう薬局　井野店 高崎市井野町1121-7 027-370-1351 027-363-3462

高崎 そうごう薬局　群馬町店 高崎市中泉町607-2 027-372-7067 027-372-7068

高崎 そうごう薬局　佐野店 高崎市倉賀野町31-3 027-345-0021 027-346-1302

高崎 そうごう薬局　高崎店 高崎市連雀町11-4 027-330-1021 027-325-1352

高崎 そうごう薬局　八千代店 高崎市八千代町4-6-2 027-321-0081 027-321-0082

高崎 たかの薬局 高崎市旭町113-7 027-315-4416 027-315-4422

高崎 たかの薬局　末広店 高崎市末広町37-5 027-386-5006 027-386-6005

高崎 たんぽぽ薬局 高崎市上中居町380-3 027-310-1921 027-310-1922

高崎 つばさ薬局 高崎市嘉多町15 027-321-7080 027-321-7081
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高崎 つばさ薬局ハナミズキ店 高崎市上小塙町1056-1 027-386-8894 027-386-8895

高崎 中泉薬局 高崎市中泉町649-1 027-360-6318 027-360-6348

高崎 プラス薬局　高崎吉井店 高崎市吉井町本郷65-1 027-388-1170 027-388-1171

高崎 フラワー薬局 高崎市若松町6-7 027-323-2089 027-323-2284

高崎 ぺんぎん薬局 高崎市小八木町井ノ河799-2 027-386-6102 027-386-6103

高崎 本郷薬局 高崎市本郷町1156-3 027-381-5575 027-381-5576

高崎 マキエ一貫堂薬局 高崎市高松町21 027-322-3847 027-326-3224

高崎 三平薬局 高崎市飯塚町1124 027-362-2717 027-362-2881

高崎 やまだ薬局 高崎市下中居町247-9 027-345-1706 027-345-1706

桐生 あおい薬局 桐生市境野町６－５８８－１ 0277-20-8025 0277-20-8026

桐生 あたご薬局 桐生市相生町２－４６１－２ 0277-55-1250 0277-55-1252

桐生 イムノファーマシー　みどり店 みどり市笠懸町阿左美１１５８－２ 0277-46-9881 0277-46-9882

桐生 オリーブ薬局 桐生市相生町１－２０９－１ 0277-55-5222 0277-55-5223

桐生 快生堂薬局 みどり市大間々町大間々５０４－４ 0277-73-1193 0277-73-1131

桐生 笠懸中央薬局 みどり市笠懸町阿左美１１４６－８ 0277-30-8873 0277-30-8874

桐生 カトレア薬局 桐生市本町４－３２３ 0277-47-2281 0277-47-2282

桐生 桐生協同薬局 桐生市織姫町５－５０ 0277-47-5051 0277-47-5053

桐生 健康堂薬局 桐生市仲町１－６－８ 0277-44-6509 0277-43-7637

桐生 コアラ薬局 桐生市相生町2-552-17 0277-53-5211 0277-53-5212

桐生 コジマ薬局 桐生市天神町３－５－１９ 0277-40-1477 0277-22-2036

桐生 （株）小林薬品　わたらせ薬局　相生店 桐生市相生町3-515-4 0277-54-6060 0277-54-6100

桐生 境野調剤薬局 桐生市境野町６－１４３７－７ 0277-47-2202 0277-47-2203

桐生 サンセール薬局 桐生市広沢町間ノ島３６５－２１ 0277-54-9911 0277-54-9912

桐生 サンロード薬局 桐生市末広町３－１２ 0277-43-2004 0277-43-2005

桐生 上毛薬局 桐生市新里町新川４００３－３ 0277-74-6566 0277-74-6567

桐生 スカイ薬局　かさかけ みどり市笠懸町鹿１８４６－３ 0277-40-5355 0277-40-5356

桐生 すみれ薬局 桐生市相生町２－１０６２ 0277-52-2970 0277-52-2962

桐生 そうごう薬局　相生店 桐生市相生町3-171-25 0277-55-5061 0277-55-5062

桐生 たんぽぽ薬局 桐生市新里町山上６９０－１０ 0277-30-6233 0277-30-6234

桐生 日本調剤おりひめ薬局 桐生市織姫町５－４３ 0277-44-1106 0277-44-1167

桐生 のぞみ薬局 桐生市相生町２－４１２－５ 0277-53-1880 0277-53-6775

桐生 ひまわり薬局 桐生市天神町１－１－２１ 0277-30-2033 0277-47-2044

桐生 フォーユー薬局 桐生市錦町１－４－４１ 0277-22-3101 0277-22-3102

桐生 ヘルシー薬局 桐生市川内町2-287-1 0277-65-5313 0277-65-5314

桐生 本二薬局 桐生市本町２－３－３２ 0277-20-8600 0277-20-8610

桐生 本町薬局 桐生市本町6-375-6 0277-44-5225 0277-44-5225

桐生 マイ薬局 桐生市仲町2-7-23 0277-44-3891 0277-44-3901

桐生 マルサン薬品みどり薬局 桐生市本町４－７９ 0277-22-8475 0277-22-8479

桐生 両毛調剤薬局アイオイファーマシー 桐生市相生町５－４０－６ 0277-54-2526 0277-54-2529

桐生 両毛調剤薬局　梅田町店 桐生市梅田町１－３８－３ 0277-32-1815 0277-32-1689

桐生 両毛調剤薬局ファーマシーフジヤマ 桐生市相生町２－２７４－９ 0277-54-1115 0277-54-1116

桐生 ろんろん薬局 みどり市大間々町大間々382-7 0277-72-0606 0277-72-0636

桐生 わたらせ薬局 桐生市錦町3-7-10 0277-46-5050 0277-46-5100
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桐生 わたらせ薬局　厚生前 桐生市織姫町５－４７ 0277-30-3588 0277-30-3589

桐生 わたらせ薬局　新田 桐生市相生町2-107-4 0277-55-5510 0277-55-5530

伊勢崎 アイン薬局　伊勢崎店 伊勢崎市連取本町１４－３ 0270-24-2424 0270-24-2464

伊勢崎 アイン薬局　伊勢崎はしえ店 伊勢崎市波志江町１１５２－５ 0270-40-6302 0270-40-6303

伊勢崎 あすなろ薬局 伊勢崎市連取町１７９３－１ 0270-21-4970 0270-21-4978

伊勢崎 伊勢崎佐波薬剤師会　会営調剤薬局 伊勢崎市連取本町１３－１ 0270-26-7779 0270-26-7889

伊勢崎 五ッ星薬局 伊勢崎市連取本町１１－５ 0270-40-5448 0270-40-5450

伊勢崎 オリーブ薬局　伊勢崎堀口町 伊勢崎市堀口町１０７－４ 0270-31-3177 0270-75-3141

伊勢崎 かえで薬局　伊勢崎太田町 伊勢崎市安堀町1904-6 0270-75-4800 0270-75-4801

伊勢崎 かけづか薬局 伊勢崎市太田町北欠塚４２２－３ 0270-30-3080 0270-22-5777

伊勢崎 かみのて調剤薬局 佐波郡玉村町上之手２０２５－５ 0270-64-1300 0270-64-3350

伊勢崎 かりん薬局 伊勢崎市大正寺町111－10 0270-75-6356 0270-75-6357

伊勢崎 クオール薬局　伊勢崎店 伊勢崎市下植木町４５７－１ 0270-20-1730 0270-20-1731

伊勢崎 くにさだ薬局 伊勢崎市国定町１－１１７８－３ 0270-40-0288 0270-40-0289

伊勢崎 くるみ薬局 伊勢崎市粕川町１０５１－４ 0270-21-1300 0270-21-1301

伊勢崎 健実堂あゆみ薬局 伊勢崎市田部井町２－１２６６－４ 0270-20-8555 0270-20-8556

伊勢崎 こすもす薬局　田中島店 伊勢崎市田中島町一本木２２８－３ 0270-61-5185 0270-61-5186

伊勢崎 匠伴薬局 伊勢崎市美茂呂町４０８５－１ 0270-21-7718 0270-21-7736

伊勢崎 スカイ薬局　伊勢崎中央店 伊勢崎市大手町７－６ 0270-40-7878 0270-40-7879

伊勢崎 そうごう薬局　新伊勢崎店 伊勢崎市東本町110-22 0270-30-3161 0270-30-3162

伊勢崎 そうごう薬局　伊勢崎店 伊勢崎市上諏訪町2011-2 0270-40-6625 0270-40-6708

伊勢崎 そうごう薬局　国定店 伊勢崎市市場町2丁目1709 0270-20-2601 0270-61-2012

伊勢崎 そうごう薬局　境東店 伊勢崎市境東220-7 0270-70-8031 0270-70-8032

伊勢崎 つくし薬局 伊勢崎市鹿島町５４４－３ 0270-22-3876 0270-22-3877

伊勢崎 とようけファーマシー 伊勢崎市馬見塚町８６０－５ 0270-61-7721 0270-31-3339

伊勢崎 ファーコスうえき町薬局 伊勢崎市上植木本町２６４６－５７ 0270-21-7216 0270-21-9498

伊勢崎 フォーユー薬局　佐波東店 伊勢崎市東町２７２０－１７ 0270-20-2358 0270-20-2359

伊勢崎 マルエ薬局　東店 伊勢崎市東小保方町３９９５－２ 0270-63-7171 0270-63-7172

伊勢崎 （有）吉山薬局　喜多町店 伊勢崎市喜多町１－８ 0270-26-3987 0270-26-3987

太田 あおば薬局 太田市石原町923-1 0276-48-5338 0276-48-5339

太田 あかね薬局 太田市台之郷町２４９－３ 0276-48-4348 0276-48-4308

太田 アップル薬局　 太田市東本町３４－１４ 0276-40-2381 0276-40-2382

太田 エムシー薬局　太田店 太田市熊野町３７－４ 0276-22-6290 0276-22-6291

太田 エンドー薬局 太田市新田市野井町８５２－１ 0276-57-4411 0276-57-4412

太田 おおしま調剤薬局 太田市粕川町３３３－３ 0276-52-4209 0276-52-4250

太田 太田市薬剤師会　会営薬局 太田市大島町125-1-1 0276-47-3366 0276-47-3366

太田 （株）太田中央薬局 太田市大島町125-1-2 0276-47-3700 0276-47-3703

太田 （株）太田東薬局 太田市西本町39-17 0276-55-5700 0276-55-5759

太田 太田みなみ薬局 太田市高林寿町１７６６－１１ 0276-38-6515 0276-38-4057

太田 （株）大津屋薬局　ラブ店 太田市高林寿町１８０９ 0276-38-5024 0276-38-8290

太田 きざき中央薬局 太田市新田木崎町１１１３－１６ 0276-56-6775 0276-56-6783

太田 くるみ薬局　新井町店 太田市新井町５３６－２ 0276-56-4353 0276-56-4353

太田 くるみ薬局　小舞木店 太田市小舞木町２２３ 0276-60-5928 0276-60-5928
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太田 コスモファーマ薬局　矢場新町店 太田市矢場新町３１－２ 0276-60-1285 0276-60-1286

太田 ことのは薬局 太田市新田上田中町５５５－１ 0276-56-1123 0276-56-1143

太田 スカイ薬局　由良 太田市由良町８８７－１ 0276-33-8511 0276-33-8512

太田 スギ薬局　太田小舞木店 太田市小舞木町２０４－２ 0276-60-2871 0276-60-2872

太田 （有）すけど薬局　おおた店 太田市由良町１６３６－７ 0276-32-6645 0276-32-6645

太田 そうごう薬局　新田店 太田市新田木崎町704-1 0276-56-0922 0276-20-8078

太田 そうごう薬局　東矢島店 太田市東矢島町1123-11 0276-46-7275 0276-46-7276

太田 そうごう薬局　藪塚店 太田市六千石町116-5 0277-79-0131 0277-78-0142

太田 宝薬局 太田市由良町2333-5 0276-55-8111 0276-55-8111

太田 チェリー調剤薬局 太田市宝町１８－２ 0276-32-4750 0276-32-4751

太田 中央薬局　飯塚店 太田市飯塚町９８５－４ 0276-55-3400 0276-55-3401

太田 調剤薬局　太陽 太田市鳥山町５９３－１ 0276-25-4540 0276-25-4548

太田 なでしこ薬局 太田市本町１７－１ 0276-47-3388 0276-47-3389

太田 にこにこ薬局 太田市南矢島町３５２－６ 0276-38-6050 0276-38-6051

太田 ヒロ薬局　太田店 太田市高林南町６１６－４ 0276-30-5357 0276-30-5358

太田 ふぁいん薬局　飯塚 太田市飯塚町１４１１ 0276-45-4193 0276-45-4770

太田 富士薬局　中央店 太田市東今泉町８０４－２ 0276-36-1003 0276-36-1004

太田 富士薬局　ほほえみ 太田市藤阿久町８０７－７ 0276-31-4443 0276-31-4442

太田 フルーツ薬局 太田市由良町６９－７ 0276-33-7066 0276-33-7067

太田 みのり薬局 太田市大原町８２－２７６ 0277-20-4161 0277-20-4162

太田 薬局イワセくんの店 太田市米沢町６６－２ 0276-38-6272 0276-38-6309

太田 八幡薬局 太田市八幡町１１－１３ 0276-25-2388 0276-25-2389

渋川 アイビー薬局 渋川市渋川1591-4 0279-23-8159 0279-23-8130

渋川 あおば薬局 渋川市有馬261-1 0279-22-5522 0279-22-5523

渋川 （有）タナカ　タナカ薬局 渋川市半田1481-6 0279-22-1184 0279-22-1240

渋川 永田薬局 渋川市渋川2160-52 0279-22-0543 0279-22-6680

渋川 ひかり薬局 北群馬郡吉岡町下野田695-9 0279-26-3322 0279-26-3323

渋川 ファーマシーはとり薬局 渋川市渋川1330-21 0279-30-0133 0279-30-0134

渋川 （株）宮前薬局 渋川市渋川1877-1 0279-22-4141 0279-22-4142

藤岡 アイケイ薬局藤岡店 藤岡市中栗須779-12 0274-22-4499 0274-22-4888

藤岡 あすか薬局 藤岡市本郷1108-8 0274-23-7001 0274-23-7011

藤岡 あすか薬局中栗須店 藤岡市中栗須203-6 0274-40-7315 0274-40-7325

藤岡 かんな薬局 多野郡神流町万場83 0274-20-5033 0274-20-5034

藤岡 くりす調剤薬局 藤岡市中栗須586-1 0274-40-8620 0274-40-8630

藤岡 すばる薬局みどり店 藤岡市下大塚180-1 0274-50-9881 0274-50-9882

藤岡 せせらぎ薬局 藤岡市鬼石145-1 0274-50-3077 0274-50-3078

藤岡 そうごう薬局藤岡店 藤岡市岡之郷清水685-3 0274-20-2040 0274-820-2041

藤岡 たの薬局 藤岡市中大塚183-5 0274-50-1133 0274-50-1134

藤岡 とうぶばし薬局 藤岡市小林811-2 0274-40-2151 0274-40-2152

藤岡 戸塚薬局本町店 藤岡市鬼石131-1 0274-52-6665 0274-52-6439

藤岡 なつめ薬局 藤岡市中大塚258-5 0274-40-2656 0274-40-2657

藤岡 西須薬局 藤岡市藤岡363 0274-23-3511 0274-23-3425

藤岡 のぐち薬局 藤岡市藤岡803-2 0274-24-3227 0274-24-3217
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藤岡 福本薬局 多野郡神流町大字万場30 0274-57-2723 0274-57-2250

藤岡 藤岡中央薬局 藤岡市森字滝川351-2 0274-24-1846 0274-24-1847

藤岡 藤岡調剤薬局 藤岡市藤岡590-14 0274-22-6031 0274-22-6032

藤岡 プラス薬局　藤岡白石店 藤岡市白石829-5 0274-40-7600 0274-40-7601

藤岡 みかぼ調剤薬局 藤岡市中栗須字道下780-1 0274-22-7222 0274-22-7223

藤岡 みどり十字薬局 藤岡市森264-6 0274-24-2531 0274-24-1260

藤岡 みどり薬局 藤岡市上大塚330 0274-23-6222 0274-22-4627

富岡甘楽 大井田薬局下仁田本店 甘楽郡下仁田町下仁田358 0274-82-3227 0274-82-3475

富岡甘楽 かのはら薬局 富岡市神農原５６７－４ 0274-70-2880 0274-70-2881

富岡甘楽 下仁田調剤薬局 甘楽郡下仁田町下仁田３９５－２ 0274-70-3535 0274-70-3536

富岡甘楽 鈴薬局　下仁田店 甘楽郡下仁田町下仁田４０７－８ 0274-60-3088 0274-60-3089

安中 そうごう薬局　安中店 安中市原1ー9-11 027-384-1251 027-384-1252

安中 調剤薬局くすりのはぎわら 安中市原市１－９－１２ 027-385-9777 027-385-9785

安中 つばさ薬局 安中市安中１－１１－１９ 027-380-5488 027-382-6889

吾妻 坂上薬局 吾妻郡東吾妻町大字大戸仲田170-3 0279-26-3703 0279-26-3718

吾妻 そうごう薬局　中之条店 吾妻郡中之条町中之条1784-4 0279-70-1021 0279-70-1022

吾妻 フロンティア薬局　原町店 吾妻郡東吾妻町原町６５１ 0279-68-9233 0279-68-9235

沼田利根 アップル薬局 沼田市久屋原町３３２－３ 0278-22-1330 0278-22-1668

沼田利根 アップル薬局　中央店 沼田市下久屋町９４６－１ 0278-20-1075 0278-20-1076

沼田利根 アップル薬局　ビバタウン店 沼田市東原新町１４６８－５ 0278-20-1401 0278-20-1402

沼田利根 アップル薬局　ほたか店 利根郡川場村生品１８４４ 0278-50-1077 0278-50-1078

沼田利根 そうごう薬局　新治店 利根郡みなかみ町湯宿温泉563-2 0278-20-6121 0278-64-2182

沼田利根 そうごう薬局　沼田店 沼田市久屋原町336-6 0278-60-1371 0278-22-0372

館林邑楽 あけの薬局 邑楽郡邑楽町明野２８－８ 0276-55-2039 0276-55-2040

館林邑楽 赤生田調剤薬局 館林市赤生田町１９２５－４ 0276-70-1112 0276-70-1311

館林邑楽 神農調剤薬局　邑楽店 邑楽郡邑楽町中野１０４２－２ 0276-89-0090 0276-89-0090

館林邑楽 住吉調剤薬局 邑楽郡大泉町住吉５５－５ 0276-40-3588 0276-40-3589

館林邑楽 そうごう薬局　城町店 館林市城町917-1 0276-75-3745 0276-76-8557

館林邑楽 そうごう薬局　館林店 館林市富士見町15-39 0276-76-2141 0276-71-0052

館林邑楽 ファミル薬局 館林市成島町２１８－１ 0276-70-7067 0276-70-7068

◎　このリストは群馬県薬剤師会会員薬局の現時点で積極的に対応可能で当会ホームページで公
　　 開の同意を得た薬局のみを掲載しており、 実際に在宅医療を行っている薬局数とは異なります。
     なお、細部の対応については各施設により異なる場合もありますので、詳細は各薬局へお問い合
     わせ下さい。

◎　薬局薬剤師の実施する「居宅療養管理指導」は介護給付限度額に含まれないサービスです。

※　会員薬局様へ：リストの修正・登録・削除等は群馬県薬剤師会までご連絡お願いいたします。
　　 連絡先　TEL　０２７－２４３－６６５０　　FAX　０２７－２２３－５３０８　（担当　宮田）
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