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1 15 新潟県 いずみ薬局 940-0024 長岡市西新町２－３－１８ 0258-38-6555 0258-38-6577
月～金　8:30～17:30

土　8:30～12:30
有

0258-38-6555
（転送）

1 関谷　弘子

2 15 新潟県 ことり薬局 940-0038 長岡市琴平１－２－２ 0258-36-5101 0258-36-5102
月・火・木・金　9:00～17:30

水　9:00～17:00
土　9:00～12:30

有
0258-36-5101

（転送）
2 名地　繁樹、稲庭　美弥子

3 15 新潟県 みゆき薬局 940-0042 長岡市前田1-6-5 0258-35-1715 0258-35-1732
月・金　8:30～17:30

火・水・木　8:30～17:00
土　8:30～12:30

有 0258-35-1715 2 伊藤　道子、樋口　優里亜

4 15 新潟県 荒木薬局 940-0046 長岡市四郎丸４－６－２４ 0258-32-3722 0258-32-3670 月～土　9:00～18:00 有
0258-32-3722

（転送）
1 荒木　喜博

5 15 新潟県 メッツ長岡薬局 940-0061
長岡市城内町１－６１１－１　長岡

駅北部２階
0258-39-1191 0258-39-1192

月・火・木・金　8:00～18:30
水　8:00～16:00
土　8:00～12:30

有 080-2051-8088 2 植木　淳一、小原　加奈

6 15 新潟県 調剤薬局メディスンショップ長岡駅前薬局 940-0062
長岡市大手通１－４－３　ドルミー

駅前ビル６Ｆ
0258-37-5612 0258-37-5622 月・火・水・金・土　9:00～18:00 無 1 土田　道子

7 15 新潟県 ウエルシア薬局リップス旭岡店 940-0840 長岡市旭岡1丁目80番地 0258-30-5227 0258-30-5228
月～金　9:00～19:00

土・祝
9:00～14:00、15:00～19:00

有 0258-30-5227 1 小越　亮太

薬局 薬剤師

オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬剤師及び薬局の一覧
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8 15 新潟県 みなみ薬局 940-1101 長岡市沢田１－１－３ 0258-89-7765 0258-36-7777

月・火・水・金　9:00～17:30
木　9:00～17:00
土　9:00～12:30

年末年始休

有

0258-89-7765
（西山志穂）、

080-2026-0434
（西山　雅子）

1
田邉　香織、西山　雅子、西山　志

穂

9 15 新潟県 古正寺薬局 940-2106 長岡市古正寺3丁目2 0258-22-4976 0258-22-4977
月～金・日

８:00～12:30、14:30～18:00
土　8:00～12:30

無 1 大関　一樹

10 15 新潟県 さくら薬局長岡古正寺店 940-2106 長岡市古正寺１－２８３９ 0258-25-8775 0258-25-8776
月・火・木・金　8:30～18:00

水・土　8:30～13:00
有

0258-25-8775
（転送）

2 大黒　幸恵、石井　圭夏

11 15 新潟県 西長岡調剤薬局 940-2106 長岡市千秋2-297-12 0258-25-8680 0258-25-8678 月～金　8:30～17:30 無 1 大司　貴広

12 15 新潟県 西長岡センター薬局 940-2108 長岡市千秋2-2746-5 0258-89-5111 0258-89-8817 月～金　8:30～17:30 無 1 酒井　彩央子

13 15 新潟県 西長岡調剤薬局千秋店 940-2108
長岡市千秋２－２７８
リバーサイド千秋１Ｆ

0258-29-4976 0258-29-4978 月～金　9:00～17:30 無 2 山田　穣、椎名　真理

14 15 新潟県 一の宮調剤薬局 941-0056 糸魚川市一の宮１－１－４３ 025-550-6027 025-550-6028 月～土　8:30～19:30 有
025-550-6027

（転送）
1 豊島　善
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15 15 新潟県 クオール薬局直江津店 942-0004 上越市西本町3−8−8 025ｰ530-7489 025-530-7508
年中無休10：00～20：00

（施設の休館スケジュールに準じ
る）

無 1 土門　あかり

16 15 新潟県 安江調剤薬局 942-0041 上越市安江１－２－１９ 025-545-4624 025-545-4606 月～金 9:00～6:15 有 090-1053-4624 1 後藤　保

17 15 新潟県 中央調剤薬局藤野店 943-0171 上越市藤野新田1325 025-522-6038 025-522-6039
月～金　9:00～18:00

土　9:00～16:30
有 090-9360-5131 1 小竹　隆昭

18 15 新潟県 自然堂つるや薬局春日山店 943-0802 上越市大豆１－９－１ 025-525-7997 025-525-7994
月・火・木・金　9:00～18:30

水　9:00～17:00
土　9:00～13:00

有 090-2152-8907 2 増村　和恵、増村　佳那子

19 15 新潟県 きたしろ薬局 943-0824 上越市北城町２－３－１７ 025-512-1301 025-512-7445
月・火・木・金　8:30～18:30

水・土　8:30～12:30
有 090-6228-5811 1 長澤　祥宜

20 15 新潟県 薬局ドラッグゲンちゃん 943-0836 上越市東城町３－１０－２ 025-526-5754 025-526-5732
月～金　9:00～19:00

土　9:00～18:00
有

025-526-5754
（転送）

1 猪又　郁子

21 15 新潟県 わきの田薬局 943-0861 上越市大和5丁目20-14 025-530-7188 025-530-7433
月～水・金　9:00～18:00

木　9:00～17:00
土　9:00～13:00

有 025-530-7188 1 保倉　典子
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22 15 新潟県 上町薬局 944-0046 妙高市上町２－１０ 0255-73-8522 0255-73-8523
月・火・水・金　8:30～17:30

木・土　8:30～12:30
有

0255-73-8523
（転送）

1 山﨑　元

23 15 新潟県 エム・ケイ薬局かしわざき店 945-0846 柏崎市寿町６－２７ 0257-20-1121 0257-20-1136 月～金9:00～18:00 土10:00～13:00 有
0257-20-1121

（転送）
2 齋藤　悠也、長谷川　智恵子

24 15 新潟県 四日町薬局 948-0000 十日町市新座甲６２０－５ 025-755-5570 025-755-5571
月火木金8:45～19:30、水8:30～

16:30土8:45～12:45
有 070-2172-5621 2 鎌田　直毅、斎木　和仁

25 15 新潟県 エム・ケイ薬局とおかまち店 948-0057 十日町市春日町３－１８９ 025-750-1223 025-750-1331 月～金　8:45～17:45 無 5
岡村　貴浩、三瓶　智義、涌井　雅

博、中田　克司、池田　孝子

26 15 新潟県 たかやま調剤薬局 948-0057 十日町市春日町3丁目114 025-750-5072 025-750-5073 月～金　8:45～17:45 有 025-750-5072 1 高橋　由布子

27 15 新潟県 スズキ薬局 948-0082 十日町市本町２丁目６－４ 025-752-2442 025-752-2442 月～土　8:00～19:00 無 1 鈴木　裕

28 15 新潟県 しなの薬局関山店 949-2235 妙高市関山１６６８－１０ 0255-82-3510 0255-82-3531
月・火・木・金　8:30～18:00

水・土　8:30～12:00
有

0255-82-3510
（転送）

1 長井　健太
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29 15 新潟県 あすなろ調剤薬局 949-3103 上越市大潟区潟町２４９ 025-534-6201 025-534-6202
月・火・水・金　9:00～18:00

木・土　9:00～12:45
有 080-8436-4371 1 川端　茂夫

30 15 新潟県 世伸堂薬局 949-3115 上越市大潟区渋柿浜３８２－１ 025-534-2953 025-534-4897
月～金　9:00～18:00

土　9:00～12:30
有 080-8436-4371 1 熊木　雅人

31 15 新潟県 合資会社金生堂薬局 949-6101 南魚沼郡湯沢町湯沢3-3-1 025-784-2064 025-785-6773
月～金：9:00～18:00

土：9:00～13:00
有 090-1695-0207 1 宮嶋　陽一郎

32 15 新潟県 ゆきあかり調剤薬局 949-6363 南魚沼市下一日市８５５ 025-788-3110 025-788-3111
月火木金　8:45～18:00

水土　8:45～13:00
有 025-778-3110 1 川上　賢介

33 15 新潟県 共創未来六日町薬局 949-6680 六日町2648-1 025-773-2661 025-773-2663
月～金：8:30-17:30

土：8:30～12:30
日祝：休

有 080-8764-9545 1 村田　幸輔

34 15 新潟県 タナカ薬局 949-7413 魚沼市堀之内４０８７－１ 025-794-2118 025-794-4350 月～金　8:00～19:00 有
025-794-2118

（転送）
1 田中　敏宣

35 15 新潟県 花かいどう薬局 950-0036 新潟市東区空港西１－１５－１５ 025-274-1115 025-274-1116
月・火・木・金　9:00～18:00

水　9:00～17:00
土　9:00～12:30

有 090-8007-0122 1 八子　雄太
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36 15 新潟県 市民調剤薬局臨港店 950-0041 新潟市東区臨港町２－２－１ 025-270-7070 025-270-7071
月～金　9:00～18:00

土　9:00～13:00
有

025-270-7070
（転送）

1 竹内　あゆみ

37 15 新潟県 しなの薬局東万代店 950-0082
新潟市中央区東万代町９－３８　ロ

イヤルパークスＥＲ万代１階
025-282-7800 025-282-7809

月･火･木 9:30～18:45
水9:30～19:30
金9:30～17:30
土9:30～13:30

有
025-282-7800

（転送）
1 小林　泰彰

38 15 新潟県 市民調剤薬局　亀田向陽店 950-0121 新潟市江南区亀田向陽１－３－５５ 025-382-1551 025-382-1561
月～水・金：9：00～19：00

木：9：00～17：00　土：9：00～13：00
有

025-382-
1551(転送）

1 竹内　あゆみ

39 15 新潟県 調剤薬局ツルハドラッグ新潟亀田店 950-0122 新潟市江南区稲葉１－１－５ 025-250-0755 025-250-0755
月～金9:30～18:30 (13:00～14:00閉

局)
無 1 渡邉　あすか

40 15 新潟県 石山中央薬局 950-0841 新潟市東区中野山4-14-7 025-288-1580 025-288-1581
月〜金　9:00～18:00

土　9:00～13:00
有 025-288-1580 1 塚野　由香

41 15 新潟県 笹菊東明薬局 950-0853 新潟市東区東明２－９－２９ 025-278-7737 025-278-8070
月・火・木・金　9:00～18:00

土　9:00～13:00
有 080-7666-2143 1 市橋　直子

42 15 新潟県 ココカラファイン薬局中山店 950-0861
新潟市東区中山６－３－１７　清水

フードセンター中山店内
025-272-5372 025-272-6150

月・火・木・金　9:00～18:30
水　9:00～18:00
土　9:00～17:00

有 080-3531-5376 1 板垣　詠子
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43 15 新潟県 共創未来木戸西薬局 950-0862 新潟市東区竹尾４－１２－１２ 025-275-3322 025-275-3330
月・火・水・金　9:00～18:00

木　9:00～17:00
土　9:00～13:00

有 080-8764-9581 3
高橋　雅人、沼田　夏央里、近　加

余弥

44 15 新潟県 共創未来木戸南薬局 950-0862 新潟市東区竹尾４‐１４‐３ 025-250-6120 025-250-6125
月～金（木以外）9：00～18:00

木　9：00～16：00
第2、4土曜　9：00～13:00

有 080-8764-9582 1 中島　俊一

45 15 新潟県 調剤薬局ツルハドラッグ新潟女池店 950-0941 新潟市中央区女池４－１８－１９ 025-282-1267 025-282-1267 月～金　9:30～18:30 無 1 木村　龍士

46 15 新潟県 千歳調剤薬局 950-0945 新潟市中央区女池上山5-3-10 025-283-2033 025-283-2129
月～水・金

9：00～12：30、15：00～18：30
木・土　9：00～12：30

有

050-5472-1354
（岸本　しげ

子）、050-5472-
1356（齊藤　珠
未）、050-5472-
1355（涌井　砂

知子）

1
鈴木　渚、岸本　しげ子、齊藤　珠
未、涌井　砂知子、松永　由美子

47 15 新潟県 薬局マツモトキヨシ女池店 950-0945 新潟市中央区女池上山２－１－１５ 025-282-3560 025-282-3561 月～土　9:00～18:00 無 1 大倉　智香子

48 15 新潟県 薬局マツモトキヨシ近江店 950-0973 新潟市中央区上近江３－５－３ 025-280-0802 025-280-0803 月～土　9:00～18:00 無 1 河面　久美

49 15 新潟県 ほりのうち薬局 950-0982 新潟市中央区堀之内南１－３２－１ 025-282-7325 025-282-7326
月～木　9:00～18:00　金～土　9:00

～13:00
有 080-3572-7443 2 堀　温志、笠原　香代
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50 15 新潟県 北新調剤薬局白根店 950-1217 新潟市南区白根２７４８－３ 025-201-8155 025-201-8156
月・火・水・金　9:00～18:00

木　9:00～12:00
土　9:00～12:30

有 070-6652-3342 1 小浦方　洋一

51 15 新潟県 小吉調剤薬局 950-1325 新潟市西蒲区小吉1140−1 025-375-5671 025-375-5671
月〜金9:00〜18:00

土9:00〜12:30
有 070-4201-8200 1 池田　晃一

52 15 新潟県 布川薬局 950-1446 新潟市南区庄瀬１１１２－４ 025-372-2965 025-372-2965
月・火・金　8:30～19:00
水・木・土　8:30～18:00

有
025-372-2965

（転送）
1 布川　千穂

53 15 新潟県 しみず調剤薬局 950-1457 新潟市南区清水250-8 025-375-5577 025-375-5577
月・水・木・金　8:30～18:00

火・土　8:30～13:00
有 070-4201-8200 1 磯山　恒

54 15 新潟県 しなの薬局 950-2022 新潟市西区小針４丁目４番１６号 025ｰ231ｰ0775 025-231-0781
月・火・木・金　9:00～18:00

水・土　9:00～13:00
有 090-5697-9761 1 遠藤　まゆみ

55 15 新潟県 調剤薬局和光 950-2022 新潟市西区小針７－１０－１２ 025-231-1080 025-201-8458
月･火･木･金　9:00～18:00

水　9:00～17:00
土9:00～13:00

有
025-231-1080

（転送）
3

山田　幸子、松田　鮎希、五十嵐
亮一

56 15 新潟県 小新西薬局 950-2024 新潟市西区小新西3-14-7 025-234-3330 025-234-3331
月・火・木・金　9:00～18:00

水　9:00～13:00
土　9:00～13:00

有 025-234-3330 1 石黒　悠
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57 15 新潟県 メッツ小新薬局 950-2028 新潟市西区小新南２－１－１０ 025-201-6009 025-201-6013
月火木金9:00～18:30、

水9:00～17:00、土日9:00～13:30
有 070-7516-2363 1 横山　麻美

58 15 新潟県 前田薬局内野店 950-2112 新潟市西区内野町７５３ 025-239-5335 025-239-5336
月～金　9:00～18:00

土　9:00～13:00
有

025-239-5335
（転送）

1 桐生　伸子

59 15 新潟県 ボンド薬局まつはま 950-3122 新潟市北区西名目所５５０９－１ 025-258-5510 025-258-5512
月～金　8:30～19:30

土　8:30～17:00
有 080-5528-0280 1 長谷川　礼子

60 15 新潟県 はあとふる薬局古町ルフル店 951-8063
新潟市中央区古町通７－１０１０

古町ルフル２Ｆ
025-378-2098 025-378-2099

月･木9:00～17:00､
火･水･金･土･日10:00～19:00

有
025-378-
2098(転送)

1 水野　博高

61 15 新潟県 曙調剤薬局 951-8067
新潟市中央区本町通13番町3149

番地
025-225-6781 025-222-3056

月～水・金　9:00～18:00
木　8:00～16:00
土　8:15〜12:15

有 025-225-6781 1 畠山　恵子

62 15 新潟県 しなの薬局本町店 951-8067 新潟市中央区本町通6番町1108-1 025-222-0019 025-222-0014
月・火・水・金　9:00～19:00

木　9:00～18:00
土　9:00～13:00

有 025-222-0019 1 宮　麻里子

63 15 新潟県 よつば薬局上大川前店 951-8068
新潟市中央区上大川前通５－６３

－１
025-226-4880 025-226-4885

月～金　9:00～18:10
土　9:00～13:00

有
025-226-4880

（転送）
1 天谷　ゆかり
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64 15 新潟県 おおた調剤学校町薬局 951-8126
新潟市中央区学校町通3番町537-

7
025-233-0557 025-231-3300

月・火・木・金　9:00～18:00
水・土　9:00～13:00

無 1 坂井　喜久恵

65 15 新潟県 はくさん調剤薬局 951-8131 新潟市中央区白山浦２－２３ 025-211-8930 025-211-8938
平日　9:00～18:00
土　9:00～13:00

無 090-2995-3074 1 堀田　まゆみ

66 15 新潟県 新潟ヘルスマート薬局 951-8133 新潟市中央区川岸町２－８－２ 025-230-1285 025-231-6797
月・金　9:00～18:00

土　9:00～13:00
無 2 桐生　奈央、一栁　いづみ

67 15 新潟県 みうら薬局 952-0318 佐渡市真野新町３２６－２ 0259-55-2101 0259-55-3439 月～日　7:00～20:00 無 1 三浦　章宏

68 15 新潟県 巻調剤薬局 953-0041 新潟市西蒲区巻甲2397-1 0256-72-7921 0256-72-7988
月～金　8:50～18:15

土　8:50～12:15
無 0256-72-7921 1 佐藤　由衣

69 15 新潟県 柳橋薬局 954-0082 見附市柳橋町字割前274-6 0258-66-0826 0258-61-2445
月・火・水・金　9:00～18:00

木　9:00～18:00
土　9:00～14:30

有 070-6455-8441 1 谷口　聡一

70 15 新潟県 薬局すずらん 955-0045 三条市一ノ門２－１－１３ 0256-31-4826 0256-31-4827
月～金　8:30～18:00

土　8:30～13:00
有 090-3143-9053 1 横山　晴信
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71 15 新潟県 メッツ県央薬局 955-0092 三条市須頃2丁目101番地2号 0256-31-3010 0256-36-2002
月・火・水・金　8:30～18:00

木　8:30～16:30
土：8:30～13:00

有 090-2428-6686 1 中山　真緒

72 15 新潟県 ウエルシア薬局三条東本条寺店 955-0823 三条市東本条寺21-28 0256-36-7602 0256-36-7603
月～金

9:00～14:00、15:00～19:00
土　9:00～14:00

無 1 車谷　舞

73 15 新潟県 メッツ薬局 955-0823 三条市東本成寺１２－４１ 0256-31-2281 0256-35-7622
月～金　8:30～18:30

土　8:30～13:00
有 090-8007-2324 1 長谷川　義浩、小池　まどか

74 15 新潟県 しなの薬局三条店 955-0833 三条市大野畑６－１８－６ 0256-33-6230 0256-33-6236 月～金　9:00～18:00 有
0256-33-6230

（転送）
2 宮川　達徳、髙井　聡史

75 15 新潟県 エース調剤薬局 956-0017 新潟市秋葉区あおば通１－７－１２ 0250-23-7009 0250-23-7019
月・火・水・金　8:30～19:00

木　8:30～16:30
土　8:30～13:00

有 090-3145-2221 1 青柳　雅仁

76 15 新潟県 みのり薬局 956-0814 新潟市秋葉区東金沢１６８１－１ 0250-23-1312 0250-23-1302
月～金　9:00～19:00

土　9:00～17:00
有 090-1450-7962 1 大平　和雅

77 15 新潟県 ひなた薬局 956-0814 新潟市秋葉区新津東町３－４－８ 0250-21-3155 0250-21-3166
月・火・水　9:00～19:00

木・金　9:00～17:00
土　9:00～12:30

有 090-7008-5777 2 舘島　美智代、田中　友康
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78 15 新潟県 ゆたか薬局 957-0016 新発田市豊町２－６－１７ 0254-24-9314 0254-23-6352
月・火・水・金　8:30～18:30

木　8:30～16:30
土　8:30～13:00

有
0254-24-9314

（転送）
1 吉田　貴子

79 15 新潟県 ようめい調剤薬局 957-0017 新発田市新富町１－１－２８ 0254-20-3770 0254-20-3771
月・火・木・金　8:30～18:00

水・土　8:30～13:00
有

0254-20-3770
（転送）

1 塚野　祥至

80 15 新潟県 みなみ調剤薬局大手町店 957-0052 新発田市大手町2-1-9 0254-20-0426 0254-20-0427
月・火・水・金　8:30～17:45

木　8:30～16:30
土8:30～12:30

無 080-7969-0965 2 田中　さつき、入倉　優貴

81 15 新潟県 下越薬剤師会支援センター薬局 957-0054 新発田市本町１－１４－８ 0254-26-8931 0254-26-8868
月～金　9:00～18:30

土　9:00～13:00
無 2 成澤　千鶴子、伊藤　佳奈

82 15 新潟県 本間薬局 957-0054 新発田市本町２丁目８－１５ 0254-26-7676 0254-22-1299
月～金8:30～18:00

土8:30～15:00
有 080-5646-3674 1 本間　えりか

83 15 新潟県 メッツ西新発田薬局 957-0061 新発田市住吉町４－８－２５ 0254-28-7235 0254-28-7236 月～金8:30～18:00　土8:30～12:30 無 2 石井　淳子、八幡　英美

84 15 新潟県 共創未来新栄薬局 957-0063 新発田市新栄町１－２－２２ 0254-21-1593 0254-21-1531
月・火・木・金　9:00～18:00

水・土　9:00～12:30
有 080-7137-7804 1 徳永　知己
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85 15 新潟県 ウィスタリア緑町薬局 958-0033 村上市緑町５－１２－１３ 0254-62-7503 0254-62-7504 月～金　8:45～17:30 有
0254-62-7503

（転送）
1 藤間　信代

86 15 新潟県 中安調剤薬局 958-0033 村上市緑町５－５－３０ 0254-52-7058 0254-50-1335 月～金8:30～18:00 有
0254-52-7058

（転送）
1 中村　良平

87 15 新潟県 調剤薬局ツルハドラッグ村上緑町店 958-0033 村上市緑町１－３－４４ 025-475-5216 025-475-5216 月～金9:00～13:00､14:00～18:00 無 1 渡邊　慧人

88 15 新潟県 中安調剤薬局国道店 958-0823 村上市仲間町２２５－２ 0254-50-1180 0254-53-2311
月･火･木･金8:30～18:45　土8:30～

17:00
有

0254-50-1180
（転送）

1 平山　紗英子

89 15 新潟県 大町キムラ薬局駅前店 958-0854 村上市田端町３－３８ 0254-53-6530 0254-53-7345 月～土　9:00～19:00 有
0254-53-6530

（転送）
1 木村　なな子

90 15 新潟県 小川薬局 959-0129 燕市地蔵堂本町2－6－23 0256-97-2047 0256-97-2047 月～土　9：00～20：00 有 0256-97-2047 1 安藤　久仁子

91 15 新潟県 さくら薬局燕吉田店 959-0264 燕市吉田３７４９ 0256-94-0130 0256-94-0133
月・火・水・金　9:00～18:00

木・土　9:00～12:30
有

0256-94-0130
（転送）

1 藤原　幸恵
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92 15 新潟県 ユリノキ調剤薬局 959-1313 加茂市幸町１－１６－２６ 0256-53-4726 0256-53-4731
月・火・水・金　8:30～18:00

木　8:30～16:30
土　8:30～12:30

有
0256-53-4726

（転送）
1 小出　和美

93 15 新潟県 市役所前薬局 959-1381 加茂市新栄町４－５ 0256-52-1115 0256-52-1177
月・火・木・金　8:30～18:00

水　8:30～16:30
土　8:30～13:00

有 070-3140-6402 1 笠間　悟

94 15 新潟県 斎藤薬局 959-1704 五泉市村松甲１７７６ 0250-58-6568 0250-58-1230 月～土　8:00～19:00 有
0250-58-6568
090-3089-9572

1 斎藤　淳一

95 15 新潟県 越中屋薬局　ドラッグホクト 959-2221 阿賀野市保田３０９５　ウィンディ内 0250-68-5570 0250-68-5587 9:00～19:00 有
0250-68-5570

（転送）
1 佐藤　滋

96 15 新潟県 調剤薬局ツルハドラッグ村上荒川店 959-3107 村上市下鍛冶屋６３９番 0254-62-0068 0254-62-0068 月～金 9:30～13:30 14:30～18:30 無 1 小松﨑　哲郎


