
住所 薬局名 電話番号

あ 新屋 新屋扇町１３番２号 すずらん薬局　（新屋駅前店） ８７４－９３１４

新屋大川町１５番１号 港中央薬局 ８２８－９０６０

新屋表町４番１号 さわやか薬局新屋店 ８８８－８３７１

新屋勝平町２番３２号 中央薬局　（勝平店） ８６４－５３９２

新屋勝平町４番１９号 メディック薬局 ８２３－５５７０

新屋日吉町６番１９号 日吉薬局 ８２８－４８００

新屋松美ガ丘東町２番１１号 たんぽぽ薬局 ８９６－５０２５

新屋豊町１０番４号 佐野薬局　（勝平店） ８８３－５１６６

い 飯島 飯島飯田一丁目１番１号 サン薬局 ８８０－２８３３

飯島飯田一丁目５番５号 すずらん薬局　（飯島店） ８５７－０７７０

飯島新町一丁目１番１号 かりん薬局 ８７４－８６７８

飯島西袋一丁目１番４号 すずらん薬局　（厚生医療センター前店） ８５７－５７７７

飯島西袋一丁目１番５号 ファーマックス　（あきた薬局） ８７４－８７６５

飯島緑丘町２番３２号 緑ケ丘薬局 ８４５－３４５３

飯島(字) 飯島字長山下１２８番地４ ユーカリ薬局 ８７４－９１０１

飯島字堀川８３番地１ クオール薬局秋田飯島店 ８８０－５１８９

飯島字薬師田３６０番地２ 飯島調剤薬局 ８５７－５７５７

い 泉 泉一ノ坪２４番５号 すずらん薬局　（泉店） ８６９－７７８０

泉北三丁目１７番１７号 ほの花調剤薬局いずみ店 ８３８－６２０６

泉中央五丁目１８番１２号 矢野薬局 ８６３－５００５

泉中央二丁目１６番１４号 あっぷる調剤薬局 ８８３－０１２０

泉東町８番５８号 いずみメイプル薬局 ８７４－８５５５

泉南二丁目１番２９号 泉さくら薬局 ８５３－１４５０

泉南二丁目９番２７号 なごや調剤薬局 ８６３－９９７７

泉南三丁目１７番３１号 ラベンダー薬局 ８６７－８３３８

泉(字) 泉字登木２２７番地２ アイ薬局 ８５３－９８２１

う 牛島 牛島東一丁目２番７号 専仁堂薬局 ８３５－４６４５

牛島東五丁目９番３９号 アイリス薬局 ８３５－６０４０

お 大住 大住四丁目１２番５１号 大住調剤薬局 ８７４－７６１１

大町 大町一丁目２番２６号 池田薬局　（通町店） ８５３－４８３１

大町一丁目５番２３号 越後谷薬局 ８６２－２０６１

大町一丁目６番２１号 山田相談薬局 ８６３－００６３

大町四丁目４番１９号 那波薬局　（本店） ８６２－３２１９

御野場 御野場二丁目１３番１１号 小町堂薬局 ８３９－０７９５

御野場新町二丁目８番１５号 おのば薬局 ８９２－７９５０

御野場新町四丁目７番２５号 長尾薬局　（御野場店） ８３９－８３０１

か 上北手 上北手猿田字苗代沢２０７番地３ 秋田みなみ会営薬局 ８８９－６２２０

上北手百崎字諏訪ノ沢３番地６５ 金星堂薬局 ８９２－７３７７

川尻 川尻上野町１番７３号 加賀千代薬局 ８６２－１０５０

川元 川元開和町１番１号 あけぼの薬局 ８６６－８６６９

川元開和町１番５号 かがや薬局 ８６５－７２３１

川元松丘町４番５７号 みどりさわやか薬局 ８６６－７５７１

川元山下町７番２２号 いちご調剤薬局 ８５３－４３２１

川元山下町７番３５号 佐野薬局　（中央店） ８２４－６２２２

川元山下町７番３２号　川元三幸ビル１F スパーク薬局 ８６４－０６２２

川元山下町８番８号 山ノ下薬局 ８６４－８３０９

き 旭南 旭南一丁目１番６号 平和薬局 ８６４－００４４

旭北 旭北栄町５番１８号 やよい薬局 ８６４－８３３４

こ 御所野 御所野地蔵田一丁目１番１号 イオン薬局　（御所野店） ８８９－６６０２

御所野地蔵田二丁目１番７号 スプリング調剤薬局 ８２９－２７８６

秋田市水銀回収協力薬局一覧（所在地順）

　秋田地域

地域名

　　　　平成２７年１２月２５日現在、所在地順
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御所野地蔵田二丁目１番３－５号 ニュータウンさくら薬局 ８５３－００５５

御所野元町一丁目１番１７号 調剤薬局ツルハドラッグ　（秋田御所野店） ８９２－６２２６

御所野元町四丁目１４番３１号 元町薬局 ８９３－５３９１

御所野元町五丁目３番４号 赤井ごしょの薬局 ８９２－７５０５

さ 桜 桜一丁目１番６号 佐野薬局　（桜店） ８２５－１３１０

山王 山王二丁目１番４９号 山王薬局 ８６３－６１３２

山王五丁目１０番２８号 山王たいよう薬局 ８６３－３０４５

山王新町１９番３０号 なでしこ薬局 ８９３－６８００

山王中園町１０番２８号 池田薬局　（山王中園店） ８８３－０７８０

山王中園町３番１１号 佐野薬局　（山王佐野薬局） ８２３－３３７１

山王中園町３番３号 みんなの薬局山王 ８６２－１７１１

し 下新城 下新城長岡字毛無谷地２６４番地３ 佐野薬局　（下新城店） ８９３－３２６７

下新城中野字琵琶沼２２６番地１ 佐野薬局　（追分佐野薬局） ８７３－７００２

将軍野 将軍野青山町３番１６号 中央薬局　（将軍野店） ８５３－６８７７

将軍野青山町４番４５号 西岡メディカル薬局　（秋田店） ８８０－５７７５

将軍野東一丁目５番１８号 半田薬局 ８４６－５７７８

将軍野南一丁目１０番６０号 しょうぐんの薬局 ８４６－７６６０

将軍野南四丁目９番８号 長尾薬局 ８４７－１２１８

将軍野南五丁目１２番３１号 佐野薬局　（将軍野店） ８４７－１５５１

新藤田 新藤田字大所３８番地２５ スダ薬局　（旭川店） ８８４－７６６６

せ 千秋 千秋久保田町６番１２号 ファーマックス　（くぼた薬局） ８７４－８８８１

千秋久保田町３番１８号 ヒロコージ薬局 ８３２－４５９１

千秋明徳町２番１９号 今薬局 ８３３－２２０５

そ 外旭川(字) 外旭川字梶ノ目５０９番地３ スダ薬局　（外旭川店） ８６８－４３３８

外旭川字三後田２０番地１ ひかる薬局 ８６９－９９３３

外旭川字待合１３番地６ 外旭川いわま薬局 ８９３－６５５５

つ 土崎港 土崎港北３丁目１１番１７号 すずらん薬局　（港北店） ８１６－０３０１

土崎港北六丁目１番４号 薬局エール　（港北店） ８５７－１０９０

土崎港中央一丁目２１番３６号 きさらぎ薬局 ８４７－４５６３

土崎港中央一丁目１７番３０号 南秋調剤薬局土崎店 ８１６－０４０１

土崎港中央二丁目２番１１号 あきた漢方薬局 ８４５－０８６６

土崎港中央三丁目４番３５号 舛屋薬局 ８４５－４１８１

土崎港中央四丁目６番２８号 本山町薬局 ８８０－２２２５

土崎港中央五丁目６番２６号 調剤薬局ほっと ８５７－３２１４

土崎港中央六丁目８番７号 すずらん薬局　（土崎店） ８８０－２１０１

土崎港中央六丁目２番１号 すばる薬局 ８５７－１４２２

土崎港中央六丁目１５番１２号 和田薬局 ８４６－３４１７

土崎港東三丁目２番２３号 舛屋薬局　（ひがし店） ８８０－５２１０

土崎港東四丁目６番３１号 みさき薬局 ８４５－８９８９

土崎港東四丁目４番６８号 薬局エール　（自衛隊通店） ８４７－３９９１

土崎港南二丁目３番６６号 池田薬局　（土崎店） ８５７－０８４０

土崎港南三丁目５番１０号 つちざき南薬局 ８４５－７７２２

土崎港(字) 土崎港相染町字大谷地３６番地３８ マリン薬局 ８５７－２３２５

て 手形 手形住吉町２番３号 さくら薬局　（手形住吉店） ８７４－７５５５

手形からみでん５番２８号 スダ薬局　（からみでん店） ８３５－９９８６

手形(字) 手形字中谷地３２５番地 藤井薬局　（手形店） ８３２－９３８３

寺内 寺内三千刈８６番１０号 てらうち三千刈薬局 ８５３－８８８５

寺内堂ノ沢一丁目７番２５号 やばせ薬局 ８４６－１２３３

寺内堂ノ沢三丁目６番５号 西岡メディカル薬局　（秋田寺内店） ８８０－６２７２

な 中通 中通１丁目３番５号　 キャッスル調剤薬局 ８３７－３３６６

中通一丁目２番１６号 佐野薬局　（中通一丁目店） ８８４－１１３３

中通二丁目８番１号　 かんなり堂薬局フォンテ店 ８２７－３８２０

中通二丁目１番３６号 佐野薬局　（マルナカ店） ８３５－３７７０
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中通二丁目６番４４号　 プライム薬局 ８３３－５３３４

中通四丁目１番２号 オレンジ薬局 ８８４－１７１７

中通四丁目１番５１号 生々堂薬局 ８３２－４２９０

中通四丁目１番４０号 ポプラ薬局 ８３５－１５３５

中通五丁目７番１号 池田薬局　（中通り店） ８３５－３３８５

中通五丁目７番４０号　 グリム薬局 ８３２－０３８５

中通五丁目５番１０号 中通きょうや薬局 ８８７－４５５１

中通六丁目１３番２２号 安保薬局 ８３４－２５７２

中通六丁目１番２４号 中通薬局 ８３５－８００２

中通六丁目７番１７号 中通よつば薬局 ８８７－３７３７

中通六丁目１番５５号 中通六丁目薬局 ８３４－６０３７

中通七丁目１番２号 青山薬局　秋田駅トピコ店 ８３２－６４７２

楢山 楢山川口境５番１１号 イオン薬局　（中央店） ８８４－１３１１

楢山川口境８番２２号 しらゆき調剤薬局 ８５３－４０６８

楢山登町８番１７号 登町薬局 ８３７－２０２０

楢山登町５番２４号 かりほ橋薬局 ８８４－１５１５

に 仁井田 仁井田新田一丁目１番４０号 コスモス薬局 ８２９－０５５５

仁井田新田二丁目１５番３０号 御野場ひかり薬局 ８８９－９００２

仁井田新田二丁目１４番３４号 くるみ薬局 ８９２－７３７３

仁井田新田二丁目１３番２２号 さくら薬局　（御野場店） ８９２－６５６５

仁井田新田二丁目１５番２４号 仁井田薬局 ８３９－５４９１

仁井田新田三丁目１４番２２号 至誠堂薬局 ８８９－６１６７

仁井田二ツ屋一丁目３番４４号 ハーモニー薬局 ８３１－３９１１

仁井田本町三丁目２６番３５号 みゆき調剤薬局 ８９２－６７８９

は 茨島 茨島四丁目４番２８号 卸町薬局 ８６３－９５００

ひ 東通 東通一丁目２５番１９号 池田薬局　（東通り店） ８７４－９３２２

東通一丁目５番１６号 東通いわま薬局 ８２７－３３００

東通一丁目２２番１号 藤井薬局　（東通店） ８３３－４１９３

東通七丁目１番２２号 熊澤蕃山堂薬局 ８３５－０１１０

東通八丁目１番３１号 調剤薬局ツルハドラッグ　（東通店） ８８４－３３２０

東通仲町４番１号 アルヴェいわま薬局 ８８４－０９１１

広面 広面字家ノ下３５番地１ なごみ調剤薬局 ８７４－７０１６

広面字碇７９番地３ さくら薬局　 ８３１－２５０１

広面字堤敷２５番地１ 佐野薬局　（広面店） ８３１－８００１

広面字鍋沼９３番地６ 佐野薬局　（城東店） ８５３－００３８

広面字鍋沼５６番地１ 城東薬局 ８３１－６７７７

広面字鍋沼３５番地 調剤薬局エンゼル ８２５－５８８５

広面字糠塚１１８番地１ 丁酉会薬局 ８３５－８７８８

広面字蓮沼８７番地１ 池田薬局ほのぼの店 ８８４－００９０

広面字蓮沼９４番地１ 調剤薬局ツルハドラッグ　（秋田広面北店） ８８４－３２５５

広面字蓮沼２１番地１ 手形さくら薬局 ８８７－３０１０

広面字谷地沖２７番地３ ひろおもて調剤薬局 ８２５－５２４０

広面字蓮沼６８番地２ 薬局エール　（大学病院前店） ８８４－７３１１

ほ 保戸野 保戸野すわ町１０番３０号 鎌田グリーン薬局 ８６２－５４００

保戸野千代田町１４番７号 佐野薬局　（保戸野千代田町店） ８７４－８０８０

保戸野通町４番１５号 佐野薬局　（佐野調剤薬局） ８６４－０８６６

保戸野通町３番３１号 佐野薬局　（通町本店） ８２３－９３５５

保戸野中町１番２５号 ホシ薬局 ８８３－１３００

保戸野八丁２番１０号 ほどの薬局 ８６５－２５３５

保戸野原の町８番１３号 佐野薬局　（原の町店） ８９６－５５６８

み 南通 南通亀の町３番１８号 河畔薬局秋田店 ８３６－７５１７

南通亀の町４番１号 亀の町薬局 ８３４－０１４３

南通亀の町１４番２０号 小泉薬局　（本店） ８３２－３９８１
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南通亀の町６番１２号 中央薬局　（南通り本店） ８３３－８３４４

南通築地２番３１号 アイン薬局　中通店 ８８４－７２１３

南通築地２番３５号 中通調剤薬局 ８３１－０５７１

南通みその町１番４号 あかね健康堂薬局 ８９３－５１１０

南通宮田１番８号 セントラル薬局南通店 ８８７－５１７１

や 八橋 八橋大畑二丁目３番２号 佐野薬局　（八橋大畑店） ８５３－８６０３

八橋田五郎二丁目１３番１７号 みるく調剤薬局 ８２７－６４３３

八橋本町三丁目１番４５号　ユニバースビル１F 佐野薬局　（八橋佐野薬局） ８８３－４０８８

八橋本町五丁目８番３１号 みその薬局 ８９６－４４１１

八橋三和町１３番１６号 みわ薬局 ８２３－５１１５

八橋三和町１８番１２号 那波薬局　（八橋店） ８６３－１５２１

よ 横森 横森三丁目１番４号 勝又薬局 ８３４－３２４０

横森五丁目２０番２３号 とざわ薬局 ８３２－８０９９

住所 薬局名 電話番号

河辺北野田高屋字黒沼下堤下２０番地１５ 小泉薬局　（河辺店） ８８２－４６６０

河辺三内字外川原１０２番地３ 岩見調剤薬局 ８８３－２０６１

住所 薬局名 電話番号

雄和妙法字上大部１３３番地３ 雄和薬局 ８８６－５０２７雄和地域

　河辺地区

地区名

河辺地域

地区名

　雄和地区
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