指定小児慢性特定疾病医療機関（薬局）
No

名称

電話番号

郵便番号

住所

1 さなえ薬局

026-233-8358

〒380-0812 長野市早苗町25-9

2 ちとせ薬局

026-219-6648

〒380-0873 長野市新諏訪二丁目1-3

3 コウジヤ東口薬局

026-291-8558

〒380-0921 長野市大字栗田350番地1花光ビル

4 コウジヤ薬局

026-226-3520

〒380-0824 長野市大字南長野南石堂町1421番地

5 こうとく薬局

026-217-7080

〒381-2214 長野市稲里町田牧1324-1

6 みなみ薬局

026-291-0038

〒381-2217 長野市稲里町中央4丁目17番8号

7 長東薬局

026-226-5053

〒380-0921 長野市大字栗田1020-1

8 やまびこ薬局

026-299-3785

〒388-8004 長野市篠ノ井会14-8

9 わたうち薬局

026-214-8500

〒381-0101 長野市若穂綿内8746-1

10 上林薬局

026-282-3007

〒381-0102 長野市若穂保科3030-3

11 マツザワ薬局

026-226-3787

〒380-0834 長野市大字鶴賀問御所町1238-1

12 小山薬局

026-283-8660

〒381-2226 長野市川中島町今井1475-3

13 有限会社 資生堂伊東薬局

026-235-1133

〒380-0833 長野市大字鶴賀権堂町2321番地

14 有限会社 山本薬局

026-233-3285

〒380-0815 長野市大字鶴賀田町2149

15 めだか薬局

026-252-6312

〒381-0053 長野市神楽橋10-114

16 いしわた菜の花薬局

026-239-7333

〒381-0015 長野市大字石渡63番地8

17 有限会社 後町薬局

026-237-3200

〒380-0845 長野市西後町610

18 みやいり薬局

026-286-5820

〒381-2244 長野市三本柳西一丁目68

19 北村薬局

026-228-2811

〒380-0911 長野市稲葉295-3

20 サンマリーン薬局

026-285-9950

〒381-0026 長野市松岡二丁目39-5

21 有限会社 ユリナ薬局

026-278-8631

〒381-1231 長野市松代町松代153-10

22 有限会社 まゆみだ薬局

026-241-0154

〒381-0052 長野市檀田2-16-7

23 まめじま薬局

026-267-0417

〒381-0026 長野市松岡2丁目12-10

24 なかやま薬局

026-234-1693

〒380-0833 長野市大字鶴賀権堂町1449

25 有限会社 トヨキ薬局

026-232-4086

〒380-0833 長野市大字鶴賀権堂町2373

26 有限会社 ツナシマ薬局

026-284-0780

〒381-2206 長野市青木島町綱島305-5

27 わかつき大通り薬局

026-295-4007

〒381-0084 長野市若槻東条551

28 サンワ薬局

026-282-6552

〒381-0103 長野市若穂川田1769-3

29 ひより薬局

026-282-5391

〒381-0104 長野市若穂牛島字村東沖583-3

30 ニシムラ薬局

026-286-4193

〒381-2246 長野市丹波島2-18-18

31 カサイ薬局

026-228-7150

〒380-0948 長野市差出南2-1-36

No

名称

電話番号

郵便番号

住所

32 ミドリ薬局

026-227-2827

〒380-0813 長野市大字鶴賀緑町1116

33 有限会社 アライ薬局

026-292-0256

〒388-8007 長野市篠ノ井布施高田706-1

34 有限会社 あかね薬局

026-299-3115

〒388-8007 長野市篠ノ井布施高田78番地1

35 あおば薬局

026-290-6607

〒381-1231 長野市松代町松代621-2

36 新町薬局

026-291-2140

〒381-2404 長野市信州新町上条153

37 ふれあい土屋薬局

026-269-6120

〒380-0928 長野市若里6-1-5

38 高田土屋薬局

026-225-9180

〒381-0034 長野市大字高田547-10

39 三輪土屋薬局

026-219-1910

〒380-0803 長野市三輪5-43-18

40 若穂土屋薬局

026-266-5270

〒381-0101 長野市若穂綿内7530

41 若里土屋薬局

026-264-7695

〒380-0928 長野市若里6-1-6

42 松代薬局

026-261-2112

〒381-1231 長野市松代町松代163-12

43 新町土屋薬局

026-262-2953

〒381-2404 長野市信州新町上条153

44 北市土屋薬局

026-291-3771

〒380-0928 長野市若里一丁目34番3号

45 ひがの土屋薬局

026-214-2170

〒381-2216 長野市下氷鉋一丁目1476

46 みくりや土屋薬局

026-285-1875

〒381-2221 長野市川中島町御厨719-3

47 稲里土屋薬局

026-274-5057

〒381-2216 長野市下氷鉋1-2-3

48 今井土屋薬局

026-286-2529

〒381-2226 長野市川中島町今井384

49 大塚土屋薬局

026-283-2444

〒381-2205 長野市青木島町大塚1326-1

50 アイン篠ノ井薬局

026-290-7080

〒388-8004 長野市篠ノ井会653-3

51 里島土屋薬局

026-213-6506

〒381-2223 長野市里島73

52 西鶴賀土屋薬局

026-217-1280

〒380-0814 長野市大字鶴賀西鶴賀町1473-1

53 りんどう丹波島薬局

026-285-9016

〒381-2246 長野市丹波島2丁目10番12号

54 田町薬局

026-238-7606

〒380-0815 長野市大字鶴賀田町2100-1

55 ながぬま調剤薬局

026-296-7215

〒381-0002 長野市大字津野828-4

56 西巻薬局

026-286-2058

〒381-2233 長野市川中島町上氷鉋852-1

57 もめんや薬局

026-296-1137

〒381-0085 長野市上野1-6-1

58 篠ノ井薬局

026-292-1051

〒388-8007 長野市篠ノ井布施高田1142番地1

59 三才薬局

026-295-5795

〒381-0083 長野市西三才1367-1

60 合資会社 中澤薬局

026-262-2054

〒381-2405 長野市信州新町新町190

61 国民堂薬局

026-257-2027

〒389-1105 長野市豊野町豊野1307-1

62 長野国民堂薬局

026-226-7096

〒380-0954 長野市大字安茂里8011

63 サン薬局

026-268-0085

〒380-0813 長野市大字鶴賀緑町1102

No

名称

電話番号

郵便番号

住所

64 ひかり薬局

026-269-6077

〒380-0928 長野市若里6-1-5

65 城東薬局

026-237-7007

〒380-0803 長野市三輪6-17-1

66 あさひ薬局

026-215-1310

〒380-0802 長野市上松4-5-2

67 いまち薬局

026-217-7320

〒380-0901 長野市居町7-3

68 さなだ薬局

026-215-6377

〒381-1231 長野市松代町松代181-8

69 みのり薬局

026-239-6850

〒381-0043 長野市吉田2-1-28

70 三輪薬局

026-259-7635

〒380-0803 長野市三輪1-5-19

71 ましま薬局

026-286-6377

〒381-2204 長野市真島町真島2207

72 稲田薬局

026-243-8113

〒381-0042 長野市稲田3-27-15

73 関さんの薬局

026-290-7376

〒388-8019 長野市篠ノ井杵淵47-3

74 天龍堂本郷薬局

026-259-8757

〒380-0803 長野市三輪3-13-10

75 ガーデン薬局

026-217-8600

〒389-1105 長野市豊野町豊野583-8

76 中島薬局

026-257-3077

〒389-1105 長野市豊野町豊野沖597-2

77 吉田グリーン薬局

026-462-1121

〒381-0043 長野市吉田4-4-30

78 すみれ調剤薬局

026-217-3570

〒388-8011 長野市篠ノ井布施五明3312番地

79 株式会社 小林薬局

026-234-2491

〒380-0845 長野市南長野西後町1579番地1

80 フタキ薬局

026-241-3316

〒380-0802 長野市上松4-5-11

81 花みずき薬局

026-259-8700

〒381-0052 長野市檀田二丁目32番22号

82 ＳＢＣ通り岡沢薬局

026-244-8003

〒381-0043 長野市吉田2-9-6

83 若槻岡沢薬局

026-241-3107

〒381-0051 長野市大字若槻団地1-184

84 東急ライフ岡沢薬局

026-259-8123

〒381-0043 長野市吉田3-22-1

85 本店岡沢薬局

026-241-1200

〒381-0043 長野市吉田1-2-18

86 マーシィー稲田薬局

026-239-6606

〒381-0042 長野市稲田1-39-1

87 篠ノ井駅前薬局

026-299-8555

〒388-8007 長野市篠ノ井布施高田872

88 ファーマシー にしつるが

026-219-2512

〒380-0814 長野市大字鶴賀西鶴賀町1530番地7

89 インター松代象山屋薬局

026-290-6200

〒381-1215 長野市松代町西寺尾字町裏1463

90 オワリベ象山屋薬局

026-239-7701

〒381-0031 長野市大字西尾張部1022-3

91 コスメⅡ薬局

026-229-5551

〒380-0901 長野市大字鶴賀331-2

92 モリキ薬局 三輪店

026-252-5260

〒380-0803 長野市三輪三丁目813番地1号

93 松代モリキ薬局

026-261-2134

〒381-1231 長野市松代町松代163-14

94 長池ひとみ薬局

026-252-5035

〒381-0025 長野市大字北長池2046-4

95 湯谷ひとみ薬局

026-213-0311

〒380-0802 長野市上松4-33-8

No

名称

電話番号

郵便番号

住所

96 徳間ひとみ薬局

026-257-0050

〒381-0041 長野市大字徳間3207

97 日詰モリキ薬局

026-251-1055

〒380-0912 長野市大字稲葉日詰277７-1

98 モリキ伊勢宮薬局

026-228-8085

〒380-0948 長野市差出南2-22-6

99 川中島ひとみ薬局

026-285-1868

〒381-2221 長野市川中島町御厨1143

100 モリキ薬局まゆみ田店

026-266-0407

〒381-0052 長野市檀田二丁目30-7

101 モリキ大豆島薬局

026-213-4035

〒381-0022 長野市大豆島4216

102 イナサト象山屋薬局

026-291-0655

〒381-2217 長野市稲里町中央4-11-12

103 モリキアグリ篠ノ井薬局

026-268-2020

〒388-8011 長野市篠ノ井布施五明682

104 まるさん堂薬局

026-257-0310

〒381-0024 長野市大字南長池756-1

105 調剤薬局マツモトキヨシ上松店

026-237-8825

〒380-0802 長野市上松二丁目26番7-1号

106 調剤薬局マツモトキヨシ徳間店

026-254-5675

〒381-0041 長野市徳間3105

107 薬局マツモトキヨシ長野栗田店

026-267-4880

〒380-0921 長野市大字栗田340-1

108 薬局マツモトキヨシ長野南店

026-254-7572

〒381-2217 長野市稲里町中央1-21-1

109 薬局マツモトキヨシ南長野運動公園店

026-299-3510

〒388-8019 長野市篠ノ井杵淵字大門西1348

110 まい薬局

026-214-2102

〒381-0024 長野市大字南長池189-7

111 あいケア薬局西和田店

026-239-7886

〒381-0037 長野市西和田1-28-46

112 あいケア薬局本郷駅前店

026-262-1327

〒380-0803 長野市三輪3-14-7

113 ビヨンド西友西尾張部薬局

026-215-1313

〒381-0031 長野市大字西尾張部1060番地12

114 ビヨンド西友南長野薬局

026-291-0345

〒381-2217 長野市稲里町中央4-8-8

115 河野薬局

026-284-4465

〒381-2221 長野市川中島町御厨930番地6

116 井上薬局

026-252-5570

〒381-0013 長野市桜新町663-1

117 小島あすなろ薬局

026-213-7390

〒381-0017 長野市大字小島407-8

118 稲里あすなろ薬局

026-254-6203

〒381-2215 長野市稲里町中氷鉋2064

119 川中島 あすなろ薬局

026-285-5775

〒381-2221 長野市川中島町御厨849-1

120 たかもり薬局

026-232-3206

〒380-0862 長野市桜枝町846-1

121 あづま通りセンスビュー薬局

026-219-2550

〒380-0904 長野市大字鶴賀142-6

122 センスビュー薬局

026-267-5230

〒380-0921 長野市大字栗田424-2

123 コスモファーマ鍋屋田薬局

026-219-3975

〒380-0834

124 コスモファーマ 川中島薬局

026-290-7159

〒381-2224 長野市川中島町原権現堂沖553

125 コスモファーマ富竹薬局

026-225-9558

〒381-0006 長野市大字富竹字堰下1693番地5

126 クスリのアオキ稲葉薬局

026-267-0276

〒380-0911 長野市大字稲葉字中河原沖896番

127 クスリのアオキ三輪薬局

026-256-6510

〒380-0803 長野市三輪九丁目49番36号

長野市大字鶴賀字鍋屋田1347番地7
セブンビル1F

No

名称

電話番号

郵便番号

住所

128 クスリのアオキ若宮薬局

026-256-8078

〒381-0031 長野市大字西尾張部字若宮北194-1

129 クスリのアオキ石渡薬局

026-256-6805

〒381-0015 長野市大字石渡字東田59-2

130 クスリのアオキ三輪東薬局

026-217-1765

〒380-0803 長野市三輪一丁目8番26号

131 クスリのアオキ稲里薬局

026-254-6535

〒381-2215 長野市稲里町中氷鉋2238

132 クスリのアオキ三本柳薬局

026-254-6276

〒381-2231

133 クスリのアオキ篠ノ井薬局

026-290-5260

〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川611

134 クスリのアオキ大塚薬局

026-254-6282

〒381-2205 長野市青木島町大塚字北島916番地1

135 クスリのアオキ中御所薬局

026-217-7070

〒380-0935 長野市中御所三丁目５番18号

136 クスリのアオキ高田薬局

026-262-1351

〒381-0034 長野市大字高田443番地1

137 アイセイ薬局 日赤前店

026-223-3030

〒380-0928 長野市若里六丁目1番6号

138 アイセイ薬局 長野みすゞ店

026-228-3660

〒380-0822 長野市南千歳町880番地１

139 海野薬局

026-292-0130

〒388-8007 長野市篠ノ井布施高田846

長野市川中島町四ツ屋字辺屋新田1040
番地35

026-295-9311
長野薬局
〒381-0006 長野市大字富竹字宮田1406-6
140 一般社団法人 長野市薬剤師会医薬分業推進支援センター

141 風間薬局

026-221-7618

〒381-0023 長野市風間138-2

142 まごころ薬局

026-285-9242

〒381-1225 長野市松代町東寺尾715-8

143 日本調剤 篠ノ井薬局

026‐214‐7617

〒388-8004 長野市篠ノ井会670-10

144 日本調剤 たかだ白樺薬局

026-251-6131

〒381-0033 長野市南高田2-4-22

145 西澤薬局

026-243-2882

〒381-0012 長野市大字柳原1998-14

146 しんえい薬局

026-299-4160

〒388-8008 長野市合戦場一丁目12番1号

147 しなのき調剤薬局

026-266-0332

〒381-0025 長野市大字北長池1602-1

148 よりそい薬局

026-266-0701

〒380-0961 長野市安茂里小市2-16-17

149 さくら薬局 長野高田店

026-266-0318

〒381-0034 長野市大字高田1259

No

名称

電話番号

郵便番号

住所

150 さくら薬局 長野東口店

026-217-6106

〒380-0921 長野市大字栗田241-2

151 長野若里さくら薬局

026-223-4771

〒380-0928 長野市若里6-1-6

152 さくら薬局 長野篠ノ井店

026-293-7017

〒388-8004 長野市篠ノ井会231-5

153 さくら薬局 長野桜枝町店

026-252-7350

〒380-0862 長野市大字長野桜枝町1169-1

154 中央薬局

026-219-3103

〒381-0041 長野市徳間566-5

155 一文字屋薬局

026-278-5020

〒381-1231 長野市松代町松代1129-1

156 松代みらい薬局

026-278-7797

〒381-1231 長野市松代町松代176

157 中沢薬局

026-226-0626

〒380-0835 長野市大字南長野新田町1478番地

158 はれやか薬局

026-213-4883

〒380-0823 長野市南千歳1丁目14-1 山本ビル2F

159 ヨシダ薬局

026-259-3306

〒381-0043 長野市吉田5丁目31-45

160 アーク調剤薬局 長野稲葉店

026-214-2407

〒380-0911 長野市稲葉664－5

161 アーク調剤薬局 長野柳原店

026-255-7120

〒381-0012 長野市大字柳原2221-14

162 アーク調剤薬局 長野上松店

026-219-6845

〒380-0802 長野市上松3丁目23-20

163 なごみ薬局

026-285-9068

〒381-2214 長野市稲里町田牧1311-3

164 たんぽぽ薬局

026-213-6615

〒381-0022 長野市大豆島540-2

165 川中島薬局

026-286-7581

〒381-2221 長野市川中島町御厨1942-23

166 三輪かたぎり薬局

026-235-4641

〒380-0803 長野市三輪5-43-21

167 長池かたぎり薬局

026-239-7550

〒381-0025 長野市北長池2070-1

168 ウエルシア薬局長野若穂店

026-282-7223

〒381-0101 長野市若穂綿内445

169 ウエルシア薬局長野三輪店

026-238-6080

〒380-0803 長野市三輪6‐16‐27

170 ウエルシア薬局長野篠ノ井小森店

026-299-8253

〒388-8003 長野市篠ノ井小森477番地1

171 ウエルシア薬局長野川中島店

026-291-0681

〒381-2215 長野市稲里町中氷鉋963番地1

172 あおぞら薬局

026-238-3535

〒380-0814 長野市大字鶴賀西鶴賀町1565番地1

173 稲里あおぞら薬局

026-286-1139

〒381-2217 長野市稲里町中央2-16-7

174 れんげ薬局

026-238-1788

〒380-0814 長野市大字鶴賀西鶴賀町1567-12

175 クオール北長野薬局

026-239-6289

〒381-0043 長野市吉田3-22-12

176 さゆり薬局

026-255-7781

〒381-0084 長野市大字若槻東条1087-5

177 吉田南センスビュー薬局

026-241-1888

〒381-0043 長野市吉田5‐23‐11‐1

178 ウエルシア薬局長野若槻大通り店

026-259-1858

〒381-0041 長野市徳間1-5-26

179 薬局マツモトキヨシ石渡店

026-252-6670

〒380-0921 長野市大字石渡137-17

180 ビヨンド中御所薬局

026-217-5781

〒380-0935 長野市中御所１丁目12－7

181 クスリのアオキ南高田薬局

026-217-2731

〒381-0033 長野市南高田１丁目16－1

