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あい波田薬局 390-1401 松本市波田４４１７－１８８

青い鳥薬局　庄内店 390-0821 松本市筑摩１丁目１９番１号

あおい波田薬局 390-1401 松本市波田５１３２－４

あおい薬局 390-0221 松本市里山辺１２０９０－２

アオキ薬局 399-0025 松本市寿台６－１０－１０

あおぞら薬局 399-0002 松本市芳野１２－９

アガタ薬局 390-0812 松本市県１－７－１９

梓川とをしや薬局 390-1701 松本市梓川倭９１８－１

浅間西口薬局 390-0303 松本市浅間温泉１－１６－２５

梓西口薬局 390-1702
松本市梓川梓２３４８ー４
ＪＡあづみ梓支所梓店内

あらかわ薬局 399-0011 松本市寿北６丁目２８－７

アリガサキ薬局 390-0861 松本市蟻ケ崎２－２－１４

蟻ケ崎とをしや薬局 390-0861 松本市蟻ケ崎６丁目２３－６

イオン薬局イオンスタイル松本 390-0811 松本市中央４－９－５１

いしかわ薬局 390-0805 松本市清水２－１－１０

いでがわ田多井薬局 390-0826 松本市出川町６－３０

ウエルシアイオンタウン松本村井調剤薬局 399-0036 松本市村井町南２丁目２１番４５号

ウエルシア薬局松本高宮西店 390-0844 松本市高宮西３－１

ウエルシア薬局松本渚店 390-0841 松本市渚１丁目７－１

ウエルシア薬局松本野溝木工店 399-0005 松本市野溝木工１丁目１０番１５号

太田薬局 390-0843 松本市高宮南９－９
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大手コトブキ薬局 390-0874 松本市大手５－７－１０

おかだの薬局 390-0312 松本市岡田松岡１２１－５

かえで薬局 390-0805 松本市清水１－６－１３

加賀美薬局 399-0036
松本市村井町南１丁目３６番１３号
新ちくまビル１Ｆ

神林薬局 390-1243 松本市神林１６３９－６

漢方まん寿薬局 390-0811 松本市中央１－４－１５

クオール松本薬局 390-0811 松本市中央２－５－２０

有限会社　クサマ薬局 399-0036 松本市村井町南４丁目３番３号

クスリのアオキ松本芳野薬局 399-0002 松本市芳野１７番２１号

クスリのサンロード薬局蟻ケ崎店 390-0877 松本市沢村３丁目６９４－７

くるみ薬局 390-0836 松本市高宮北１０－１

クローバー薬局　庄内店 390-0828 松本市庄内３丁目２番２７号

株式会社　小池薬局 390-0811 松本市中央３－４－１０

コスコ薬局　桐店 390-0871 松本市桐３－２－４２

寿ヶ丘薬局 399-0036 松本市村井町南２丁目１９番１３号

ことり薬局 390-0303 松本市浅間温泉１－２４－８

こまつ薬局 390-0841 松本市渚１－７－３８

こみや田多井薬局 390-0851 松本市島内４５６ー８

さくら薬局松本笹部店 390-0847 松本市笹部３丁目１６番２０号

さくら薬局　松本本庄店 390-0814 松本市本庄２ー６ー１２

さくら薬局 399-0033 松本市大字笹賀４３１５ー４

笹賀薬局 399-0033 松本市笹賀５４４１－３
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ザ・ビッグ松本村井店調剤薬局 399-0036 松本市村井町南２丁目２１番６０号

塩原薬局 390-1401 松本市波田５４４５－４

島内いぬかい薬局 390-0851 松本市島内４５９７－５８

島内とをしや薬局 390-0851 松本市大字島内１８４０－７

しまだち薬局 390-0852 松本市島立１７９７－７

庄内とをしや薬局 390-0827 松本市出川１丁目１４－１

しらかば薬局 390-1131 松本市大字今井３２５７－５

城西西口薬局 390-0861 松本市蟻ケ崎１丁目１ー１５

しろにしの薬局 390-0875 松本市城西１丁目１８１－７

スズラン薬局 390-0813 松本市埋橋２－３－６

セキテイ調剤薬局　南松本店 390-0832 松本市南松本２丁目８－７

高宮とをしや薬局 390-0842 松本市征矢野２丁目１４－１１

たんぽぽ薬局 390-0848 松本市両島６－３８

つかま東薬局 390-0821 松本市筑摩２－３４－１５

つきひ薬局 390-0831 松本市井川城２－１６－１４

つくし薬局 390-0871 松本市桐２－５－２

つばめ薬局 390-1241 松本市新村５４０－２

てる薬局　蟻ケ崎店 390-0861 松本市蟻ケ崎４丁目１－２７

てる薬局　開智店 390-0876 松本市開智２丁目３－４８－６

天宝薬局 390-0852 松本市大字島立１０７３－１０

豊丘薬局 399-0021 松本市寿豊丘１５１９－５

ドレミ薬局 399-0027 松本市寿南１丁目２３番１２号
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長野県薬剤師会会営薬局 390-0802 松本市旭２－１１－２０

なぎさ薬局 390-0841 松本市渚２丁目９番１１号

渚西口薬局 390-0841 松本市渚１丁目７－５０

株式会社　ナベリン・ファーマシー 390-0811 松本市中央３丁目６番２１号

並柳クリーン薬局 390-0825 松本市並柳１丁目２６番１４号

新村薬局 390-1241 松本市新村１７０３ー３

ニコニコ薬局　今井店 390-1131 松本市今井１２１４－１

有限会社　ニコニコ薬局 390-0814 松本市本庄２－１１－１

西口薬局 390-0817 松本市巾上３－５

株式会社日医調剤　波田薬局 390-1401 松本市波田４４１７－１２９

株式会社日医調剤　森口薬局 390-1401 松本市波田９８８０ー５

日本調剤　信州薬局 390-0802 松本市旭三丁目２番１号

日本調剤　松本薬局 390-0852 松本市島立２１００－３

白寿堂カシワ薬局 390-0871 松本市桐２丁目１－２３

波田西口薬局 390-1401
松本市波田４４１７－２８　アップルランド・
デリシア波田駅前店内

巾上ひまわり薬局 390-0817 松本市巾上１０ー５

パルク相談薬局 390-0306 松本市南浅間６４５－４９

日野薬局 390-0811 松本市中央１－３－１６

氷室西口薬局 390-1701 松本市梓川倭２６５３―３

平田とをしや薬局 399-0014 松本市平田東２－１７－１３

平田みらい薬局 399-0039 松本市小屋北１丁目５１１番３

有限会社　フジハラ薬局 390-0825 松本市並柳１－１０－１３
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二子薬局 399-0033 松本市笹賀５５４０ー１

ほたる薬局 390-0852 松本市島立１８４－２４

有限会社　堀内薬局 390-0872 松本市北深志３－３－１６

ほんじょう薬局 390-0814 松本市本庄２－４－１　フォーラム本庄

ほんぽ薬局 390-0313 松本市岡田下岡田６－１３

有限会社　マスタヤ薬局 390-0303 松本市大字浅間温泉２－４－１４

薬局　マツモトキヨシそうざ店 390-0305 松本市惣社５１４－１１

松本寿とをしや薬局 399-0024 松本市寿南１－２５４－１

松本調剤薬局 399-0007 松本市石芝３－５ー１

一般社団法人松本薬剤師会会営　村井薬局 399-0036 松本市村井町南４丁目２番１０号

松本村井とをしや薬局 399-0032 松本市村井町西２丁目１７番３４号

ミズキ薬局 399-0036 松本市村井町南１－３４－１９

南松本田多井薬局 390-0833 松本市双葉５ー２０

みやざき薬局 399-0026 松本市寿中１－８－１６

もちの木薬局 399-0026 松本市寿中２丁目１５４５番４

ももせ薬局 390-0823 松本市中山１０１４番２

モリキ松本鎌田薬局 390-0837 松本市鎌田２丁目２番２号

モリキ松本波田薬局 390-1401 松本市波田１００５９－１

有限会社　由比ケ浜薬局 390-0312 松本市大字岡田松岡１８０－１

湯の原スズラン薬局 390-0221 松本市里山辺１１５６－１

横山薬局 390-0811 松本市中央１－２０－１　ＭＹビル１階

りんご薬局 390-0851 松本市島内３４２７－１２３
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和田土屋薬局 390-1242 松本市和田１４４３－３


