
マイナンバーカードの健康保険証利用 参加医療機関・薬局リスト (2022年8月14日 現在)

(  634  / 634 件)

エリア別 医療機関区分 医療機関名称（漢字） 電話番号 住所

飯豊町 医科（診療所） 飯豊町国民健康保険診療所付属中津川診療所 0238-77-2330 山形県西置賜郡飯豊町大字上原６２２

飯豊町 医科（診療所） 飯豊町国民健康保険診療所 0238-72-2300 山形県西置賜郡飯豊町大字椿３６５４－１

飯豊町 薬局 いいでワゴー薬局 0238-78-5075 山形県西置賜郡飯豊町萩生４２８４－７

大石田町 薬局 尾花沢調剤薬局 0237-22-3525 山形県北村山郡大石田町大字今宿字板橋８９０－５

大石田町 薬局 もがみがわ調剤薬局 0237-53-6546 山形県北村山郡大石田町大字大石田字四日町乙９４

小国町 医科（病院） 小国町立病院 0238-61-1111 山形県西置賜郡小国町大字あけぼの１－１

小国町 歯科（診療所） 小国町立病院 0238-62-2513 山形県西置賜郡小国町大字あけぼの１－１

小国町 薬局 白い森調剤薬局 0238-61-0193 山形県西置賜郡小国町大字岩井沢５４８－１５

尾花沢市 薬局 なごみ薬局わかば店 0237-22-9810 山形県尾花沢市若葉町２－１－８

尾花沢市 薬局 尾花沢調剤薬局市役所前店 0237-53-8250 山形県尾花沢市上町１－１－２７

尾花沢市 医科（診療所） さかえクリニック 0237-53-8181 山形県尾花沢市上町１－１－８

尾花沢市 医科（診療所） ゆうき眼科クリニック 0237-24-1522 山形県尾花沢市上町４－７－７

尾花沢市 薬局 はながさ薬局 0237-49-5733 山形県尾花沢市上町６－３－１７

尾花沢市 歯科（診療所） おおるいデンタルクリニック 0237-24-1551 山形県尾花沢市新町１－１－１

尾花沢市 医科（診療所） 尾花沢市中央診療所 0237-23-2010 山形県尾花沢市新町３－２－２０

尾花沢市 歯科（診療所） 医療法人さとう歯科医院 0237-22-3131 山形県尾花沢市新町中央３－１６

尾花沢市 医科（診療所） おくやま内科医院 0237-24-0980 山形県尾花沢市新町中央３－６

尾花沢市 薬局 アイセイ薬局新町中央店 0237-24-1375 山形県尾花沢市新町中央３－７

尾花沢市 薬局 株式会社　柴崎薬局 0237-22-0130 山形県尾花沢市中町２－６０

上山市 医科（診療所） 医）社団ベテル会上山ファミリークリニック 023-673-1680 山形県上山市河崎１－２－３９

上山市 歯科（診療所） 山形県立こども医療療育センター 023-673-3366 山形県上山市河崎３－７－１

上山市 医科（病院） 山形県立こども医療療育センター 023-673-3366 山形県上山市河崎三丁目７番１号

上山市 薬局 のぞみ調剤薬局 023-672-6080 山形県上山市金生１－１４－８

上山市 歯科（診療所） 吉田ひろゆき歯科医院 023-695-6480 山形県上山市金生西１－６－３６

上山市 医科（病院） 社会医療法人二本松会かみのやま病院 023-672-2551 山形県上山市金谷字下河原１３７０

上山市 薬局 けやき薬局軽井沢店 023-674-7648 山形県上山市軽井沢２－３－２８

上山市 歯科（診療所） 永田歯科医院 023-672-0215 山形県上山市元城内３－６２

上山市 薬局 けやき薬局　上山店 023-677-0060 山形県上山市四ツ谷１－４－１

上山市 薬局 救済堂薬局上山店 023-664-3571 山形県上山市十日町７－２

上山市 薬局 かえで薬局上山店 023-664-3657 山形県上山市新町２－１－３６

上山市 歯科（診療所） 八幡堂高橋歯科医院 023-673-6480 山形県上山市沢丁３－８

上山市 薬局 すずらん薬局 023-695-6070 山形県上山市八日町２－２０

上山市 薬局 クオール薬局上山店 023-679-8035 山形県上山市八日町４－２６

上山市 医科（診療所） 須田整形外科医院 023-672-7785 山形県上山市美咲町１－２－１８

上山市 薬局 ウエルシア薬局上山弁天店 023-695-8071 山形県上山市弁天１－１１－３６

上山市 薬局 かみのやま調剤薬局　病院前店 023-666-6971 山形県上山市弁天１－６－１１

上山市 薬局 萬屋薬局かみの山店 023-679-2788 山形県上山市弁天２－２－１３

上山市 薬局 有限会社浜田薬局 023-672-0250 山形県上山市矢来１－５－３

上山市 薬局 コスモ調剤薬局かみのやま矢来店 023-695-5005 山形県上山市矢来３－７－３２－１５

川西町 薬局 アップル薬局　美女木店 0238-46-5537 山形県東置賜郡川西町上小松字美女木１０７８－７

川西町 薬局 アップル薬局　おきたま店 0238-42-6688 山形県東置賜郡川西町西大塚横道１３８１－４

川西町 歯科（診療所） ふなやま歯科医院 0238-42-3057 山形県東置賜郡川西町大字上小松１０７８－１

川西町 薬局 天神森調剤薬局 0238-54-2121 山形県東置賜郡川西町大字上小松１４１７－２



川西町 医科（診療所） 公立置賜川西診療所 0238-42-2151 山形県東置賜郡川西町大字上小松２９１８－２

川西町 薬局 アイン薬局　川西店 0238-54-2008 山形県東置賜郡川西町大字上小松根岸２９１９－１

川西町 医科（診療所） いなげ内科呼吸器内科医院 0238-27-0350 山形県東置賜郡川西町大字西大塚１４０１－１

川西町 医科（病院） 公立置賜総合病院 0238-46-5000 山形県東置賜郡川西町大字西大塚２０００

川西町 歯科（診療所） 公立置賜総合病院 0238-46-5000 山形県東置賜郡川西町大字西大塚２０００

川西町 薬局 アイン薬局　おきたま公立病院前店 0238-42-6222 山形県東置賜郡川西町大字西大塚字横道１３７１－５

川西町 薬局 アイン薬局おきたま公立病院前２号店 0238-42-6111 山形県東置賜郡川西町大字西大塚字堂ノ前参１９７３

寒河江市 歯科（診療所） みずき歯科クリニック 0237-84-1080 山形県寒河江市みずき２－１－１０

寒河江市 薬局 ウエルシア薬局　寒河江栄町店 0237-77-8803 山形県寒河江市栄町９－３６

寒河江市 医科（診療所） 山崎医院 0237-86-0005 山形県寒河江市丸内１－５－３０

寒河江市 薬局 有）アップル調剤薬局 0237-86-0866 山形県寒河江市元町　３－６－８

寒河江市 医科（診療所） 医療法人土田内科医院 0237-86-8282 山形県寒河江市元町２－４－３

寒河江市 薬局 コスモ調剤薬局高田店 0237-83-1201 山形県寒河江市高田１－１０－１５

寒河江市 歯科（診療所） 卯月歯科クリニック 0237-86-0080 山形県寒河江市高田２－５－１０

寒河江市 薬局 ファーコス薬局あすなろ 0237-77-6580 山形県寒河江市西根字下堰５０７

寒河江市 薬局 さがえ調剤薬局 0237-83-3170 山形県寒河江市大字寒河江字塩水５９－１

寒河江市 薬局 調剤薬局ツルハドラッグ寒河江西店 0237-83-0688 山形県寒河江市大字寒河江字塩水７１外

寒河江市 医科（病院） 寒河江市立病院 0237-86-2101 山形県寒河江市大字寒河江字塩水８０

寒河江市 薬局 日本調剤寒河江薬局 0237-83-0681 山形県寒河江市大字寒河江字内の袋１２－１

寒河江市 医科（診療所） あんどうクリニック 0237-84-6101 山形県寒河江市大字中郷１０４２－２

寒河江市 歯科（診療所） 国井デンタルクリニック 0237-77-8014 山形県寒河江市大字中郷１４４６

寒河江市 歯科（診療所） 佐藤歯科医院 0237-86-7201 山形県寒河江市大字島字島東７５

寒河江市 医科（診療所） さとうクリニック 0237-83-3300 山形県寒河江市大字日田字五反２０４－３

寒河江市 薬局 ファーコス薬局あんず 0237-83-2280 山形県寒河江市大字白岩２３０

寒河江市 医科（診療所） 鈴木眼科 0237-86-6900 山形県寒河江市中央１－１３－３５

寒河江市 医科（診療所） 寒河江武田内科往診クリニック 0237-86-2641 山形県寒河江市中央１－１４－３６

寒河江市 歯科（診療所） 大沼歯科医院 0237-86-5225 山形県寒河江市中央２－７－４０

寒河江市 薬局 おしどり薬局仲谷地店 0237-84-7630 山形県寒河江市仲谷地２－３－５

寒河江市 医科（診療所） あきば医院 0237-86-4395 山形県寒河江市末広町２－３３

酒田市 薬局 イオン薬局酒田南店 0234-21-1409 山形県酒田市あきほ町１２０－１

酒田市 医科（病院） 日本海総合病院 0234-26-2001 山形県酒田市あきほ町３０

酒田市 医科（診療所） 浅野内科クリニック 0234-22-1880 山形県酒田市あきほ町６５３－９

酒田市 薬局 ニーズ薬局あきほ店 0234-21-4614 山形県酒田市あきほ町６５８－１３

酒田市 医科（診療所） 島貫小児科医院 0234-21-6220 山形県酒田市あきほ町６５８－４

酒田市 医科（診療所） きれん耳鼻咽喉科医院 0234-21-2085 山形県酒田市あきほ町６５９－１

酒田市 歯科（診療所） こあら歯科クリニック 0234-43-0310 山形県酒田市こあら２－５－４

酒田市 薬局 調剤薬局ツルハドラッグ酒田南店 0234-21-9535 山形県酒田市こがね町２－２７－３

酒田市 薬局 リコリス調剤薬局 0234-43-1278 山形県酒田市みずほ１－２－２２

酒田市 薬局 共栄堂薬局みずほ店 0234-43-6341 山形県酒田市みずほ１－２－２７

酒田市 薬局 ウエルシア薬局酒田ゆたか店 0234-35-2133 山形県酒田市ゆたか１－１５－２０

酒田市 歯科（診療所） あべ歯科医院 0234-33-1182 山形県酒田市ゆたか１－１６－１１

酒田市 薬局 調剤薬局ツルハドラッグ酒田店 0234-35-2468 山形県酒田市ゆたか２－１－１

酒田市 医科（診療所） サイトー内科 0234-23-7718 山形県酒田市一番町９－９

酒田市 歯科（診療所） 小松歯科診療所 0234-26-2340 山形県酒田市栄町２－５

酒田市 医科（診療所） 荻原耳鼻咽喉科医院 0234-22-7770 山形県酒田市駅東２－４－１３

酒田市 医科（診療所） 長島整形外科クリニック 0234-25-8208 山形県酒田市駅東２－４－８



酒田市 薬局 戸田薬局 0234-64-2112 山形県酒田市観音寺字町後３３－２８

酒田市 薬局 ウエルシア薬局　酒田亀ヶ崎店 0234-21-4855 山形県酒田市亀ケ崎３－１９－１０

酒田市 医科（診療所） かめがさき整形外科 0234-24-8855 山形県酒田市亀ヶ崎３－２－１３

酒田市 医科（診療所） 医療法人　藤森クリニック 0234-31-7750 山形県酒田市亀ヶ崎３－７－１３

酒田市 薬局 調剤薬局ツルハドラッグみずほ店 0234-21-0351 山形県酒田市亀ヶ崎３－９－１５

酒田市 医科（診療所） 大井医院 0234-26-1122 山形県酒田市亀ケ崎４―５―４６

酒田市 歯科（診療所） 医療法人健歯会　五十嵐歯科医院 0234-23-2382 山形県酒田市亀ヶ崎４－５－５０

酒田市 医科（診療所） さとう眼科クリニック 0234-22-8224 山形県酒田市亀ヶ崎５－５－２２

酒田市 薬局 あい薬局亀ヶ崎店 0234-26-0864 山形県酒田市亀ケ崎５－５－２３

酒田市 歯科（診療所） 土田歯科医院 0234-26-8282 山形県酒田市亀ケ崎５－７－５

酒田市 医科（診療所） 高木整形外科クリニック 0234-23-2300 山形県酒田市亀ケ崎７－１－３０

酒田市 歯科（診療所） とがし歯科クリニック 0234-41-1662 山形県酒田市錦町５－３２－６６２

酒田市 医科（診療所） いくま内科胃腸科クリニック 0234-41-1855 山形県酒田市錦町５－３２－６９８

酒田市 歯科（診療所） 寿デンタルクリニック 0234-24-7209 山形県酒田市幸町１－５－２

酒田市 薬局 まつや薬局　高見台店 0234-31-1688 山形県酒田市高見台１－１３－１０

酒田市 医科（診療所） 高見台クリニック 0234-31-7871 山形県酒田市高見台１－１３－１４

酒田市 歯科（診療所） 高見台歯科診療所 0234-31-1828 山形県酒田市高見台１丁目１６－１

酒田市 医科（診療所） 影沢内科医院 0234-52-3933 山形県酒田市砂越字粕町１００

酒田市 医科（診療所） 松山診療所 0234-62-2032 山形県酒田市字西田８－１

酒田市 医科（診療所） 佐藤整形外科医院 0234-24-1822 山形県酒田市寿町１－３８

酒田市 医科（診療所） 鈴木医院 0234-22-0177 山形県酒田市寿町５－２４

酒田市 薬局 すみよし調剤薬局 0234-28-8483 山形県酒田市住吉町１３－１９

酒田市 薬局 調剤薬局ツルハドラッグ酒田曙町店 0234-21-2075 山形県酒田市曙町２－１７－１

酒田市 医科（診療所） 日本海八幡クリニック 0234-64-3311 山形県酒田市小泉字前田３７

酒田市 薬局 あい薬局松原南店 0234-26-8482 山形県酒田市松原南１１－２７

酒田市 医科（診療所） 医）さとう小児科医院 0234-26-7722 山形県酒田市新井田町１－３

酒田市 薬局 新井田薬局 0234-23-5577 山形県酒田市新井田町１－３４

酒田市 薬局 あい薬局新橋店 0234-24-5020 山形県酒田市新橋１－１４－６

酒田市 薬局 共栄堂薬局しんばし店 0234-28-8013 山形県酒田市新橋３－１－３７

酒田市 医科（診療所） しんばしクリニック 0234-25-0700 山形県酒田市新橋３－１－３８

酒田市 薬局 共創未来　千石町薬局 0234-31-8351 山形県酒田市千石町２－１１－２６

酒田市 医科（診療所） 谷川内科クリニック 0234-25-0225 山形県酒田市千石町２－１１－２７

酒田市 医科（病院） 日本海酒田リハビリテーション病院 0234-23-1111 山形県酒田市千石町２－３－２０

酒田市 薬局 アイン薬局　ハート泉店 0234-28-9888 山形県酒田市泉町１－１６

酒田市 医科（診療所） 近藤内科循環器クリニック 0234-23-2002 山形県酒田市相生町１－６－２５

酒田市 医科（診療所） 医）酒井医院 0234-24-3135 山形県酒田市相生町２－５－４０

酒田市 薬局 共創未来あきほ薬局 0234-21-6806 山形県酒田市大宮町１－４－１４

酒田市 医科（診療所） 上田診療所 0234-27-3306 山形県酒田市大字上野曽根字上中割７３

酒田市 歯科（診療所） 加藤歯科医院 0234-26-6767 山形県酒田市大町１７－２

酒田市 歯科（診療所） もぎ歯科医院 0234-21-3633 山形県酒田市中町　１－１３－１１

酒田市 歯科（診療所） 佐々木歯科医院 0234-22-0189 山形県酒田市中町１－１－１６

酒田市 歯科（診療所） タクミ歯科診療所 0234-22-1828 山形県酒田市中町２－２－１２

酒田市 医科（診療所） 本間なかまちクリニック 0234-23-7771 山形県酒田市中町３－４－１２

酒田市 医科（病院） 医療法人本間病院 0234-22-2556 山形県酒田市中町３－５－２３

酒田市 薬局 ひまわり薬局 0234-22-2662 山形県酒田市中町３－７－１

酒田市 歯科（診療所） 本間歯科医院 0234-22-0577 山形県酒田市中町３－７－１８



酒田市 医科（診療所） さとう内科クリニック 0234-21-0155 山形県酒田市東泉町１－１２－５０

酒田市 薬局 ゆう薬局西高前店 0234-21-1260 山形県酒田市東泉町５－８－４

酒田市 歯科（診療所） ホワイト歯科医院 0234-22-7977 山形県酒田市東泉町６－１－１３

酒田市 薬局 かがみ薬局東大町店 0234-21-3755 山形県酒田市東大町３－３８－６

酒田市 歯科（診療所） 富樫歯科医院 0234-22-0111 山形県酒田市日吉町１－１－２７

酒田市 歯科（診療所） 医療法人雅会　丸藤歯科医院 0234-22-3296 山形県酒田市日吉町１－２－１１

酒田市 歯科（診療所） 日吉歯科診療所 0234-22-1837 山形県酒田市日吉町２―１―１６

酒田市 薬局 えがお薬局酒田店 0234-43-6181 山形県酒田市浜松町１－１９

酒田市 医科（病院） 山容病院 0234-33-3355 山形県酒田市浜松町１－７

酒田市 薬局 共栄堂薬局はまだ店 0234-25-0341 山形県酒田市浜田１－７－５７

酒田市 歯科（診療所） 鈴木歯科医院 0234-22-1275 山形県酒田市北今町１－２

酒田市 歯科（診療所） 佐々木歯科医院 0234-22-1588 山形県酒田市北新町１－８－３

酒田市 医科（診療所） 冨樫クリニック 0234-26-2655 山形県酒田市本町３－１０－５

酒田市 歯科（診療所） 医療法人健歯会　五十嵐歯科　松山診療所 0234-62-2011 山形県酒田市本町４８－１１

酒田市 薬局 有）マルシーまつや薬局 0234-31-5452 山形県酒田市緑ケ丘１－４－１７

庄内 医科（診療所） みかわキッズクリニック 0235-35-0666 山形県東田川郡三川町大字猪子字大堰端３７９－７

庄内 薬局 イオン薬局三川店 0235-68-1622 山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫１２８－１

庄内 歯科（診療所） 奥山歯科診療所 0234-56-2336 山形県東田川郡庄内町狩川字楯下１１４－１

庄内 医科（病院） 医療法人徳洲会庄内余目病院 0234-43-3434 山形県東田川郡庄内町松陽１－１－１

庄内 歯科（診療所） 医療法人　原田歯科 0234-42-2255 山形県東田川郡庄内町廿六木字三百地２０－５

庄内 医科（診療所） 古谷眼科クリニック 0234-42-2611 山形県東田川郡庄内町余目字猿田９２－１２

庄内 医科（診療所） かとう医院 0234-43-3032 山形県東田川郡庄内町余目字町１５－１

庄内 医科（診療所） 菅原医院 0234-43-3010 山形県東田川郡庄内町余目字町２６５

庄内 医科（診療所） 土門医院 0234-76-2325 山形県飽海郡遊佐町庄泉字開元６５

庄内 医科（病院） 順仁堂遊佐病院 0234-72-2522 山形県飽海郡遊佐町遊佐字石田７

庄内 歯科（診療所） 土門歯科医院 0234-72-4533 山形県飽海郡遊佐町遊佐字前田４－９

庄内 薬局 日本調剤　遊佐町薬局 0234-71-1081 山形県飽海郡遊佐町遊佐字前田８３－１

白鷹町 医科（診療所） 多田医院 0238-85-2007 山形県西置賜郡白鷹町荒砥甲１０５５

白鷹町 薬局 有）あすなろ薬局 0238-85-0839 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥乙１０７２－５

白鷹町 医科（病院） 白鷹町立病院 0238-85-2155 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲５０１

白鷹町 医科（診療所） 医療法人聰明会みゆき整形外科クリニック 0238-85-5533 山形県西置賜郡白鷹町大字十王５０５９－１３

白鷹町 薬局 十王調剤薬局 0238-87-2289 山形県西置賜郡白鷹町大字十王５０５９－１６

新庄市 薬局 大町調剤薬局 0233-28-7235 山形県新庄市沖の町３－３

新庄市 歯科（診療所） さいとう歯科クリニック 0233-25-8811 山形県新庄市沖の町５－５０

新庄市 医科（病院） 山形県立新庄病院 0233-22-5525 山形県新庄市若葉町１２－５５

新庄市 医科（診療所） 医療法人社団きねぶち医院 0233-23-5866 山形県新庄市十日町２７６４－１

新庄市 薬局 しんじょう薬局 0233-32-1155 山形県新庄市沼田町２－６

新庄市 薬局 ナカムラ薬局 0233-23-3255 山形県新庄市城西町３－２６

新庄市 医科（診療所） ふくい整形外科 0233-23-3128 山形県新庄市大字松本４９２

新庄市 医科（診療所） こくの医院 0233-25-2501 山形県新庄市大字泉田字泉田１０－１

新庄市 医科（病院） 新庄徳洲会病院 0233-23-3434 山形県新庄市大字鳥越字駒場４６２３

新庄市 医科（病院） 医社）清明会　ＰＦＣ　ＨＯＳＰＩＴＡＬ 0233-22-2047 山形県新庄市大字福田８０６

新庄市 薬局 さくら調剤薬局 0233-28-0056 山形県新庄市大字福田字福田山７７４－３５

新庄市 薬局 わかば調剤薬局 0233-23-2244 山形県新庄市鉄砲町２－２６　アゼリアハイツ店舗Ａ１０１号室

新庄市 薬局 アイン薬局　新庄店 0233-28-8150 山形県新庄市鉄砲町２９－１

新庄市 医科（診療所） 医療法人小内医院 0233-22-2036 山形県新庄市鉄砲町７－２８



新庄市 薬局 かむろ薬局 0233-28-1022 山形県新庄市東谷地田町２－５

新庄市 歯科（診療所） おんみょうじ歯科医院 0233-22-0893 山形県新庄市本町４－４３

新庄市 歯科（診療所） 青葉歯科医院 0233-22-7756 山形県新庄市末広１４－６１

新庄市 薬局 かいとう調剤薬局 0233-22-2636 山形県新庄市檜町１０－８

高畠町 医科（診療所） 相田医院 0238-57-4025 山形県東置賜郡高畠町大字糠野目１４９０－１

高畠町 医科（診療所） 金子医院 0238-52-1100 山形県東置賜郡高畠町大字高畠１１３５－２

高畠町 薬局 さぶろう調剤薬局荒町店 0238-52-5600 山形県東置賜郡高畠町大字高畠１１３６－６

高畠町 医科（病院） 公立高畠病院 0238-52-1500 山形県東置賜郡高畠町大字高畠３８６

高畠町 薬局 ＳＳ調剤薬局 0238-52-5010 山形県東置賜郡高畠町大字高畠３９３－７

高畠町 薬局 ファーコス薬局　あいのもり 0238-51-0017 山形県東置賜郡高畠町大字高畠字渋作２９９－１０

高畠町 薬局 調剤薬局ツルハドラッグ高畠店 0238-51-0268 山形県東置賜郡高畠町大字泉岡字中道３９９

高畠町 薬局 ほし薬局 0238-52-4081 山形県東置賜郡高畠町大字泉岡字中道４２６－１

高畠町 薬局 コスモ調剤薬局高畠店 0238-51-1350 山形県東置賜郡高畠町大字相森５７－１１

高畠町 歯科（診療所） わたなべデンタルクリニック 0238-56-3888 山形県東置賜郡高畠町大字馬頭７２

高畠町 薬局 エール薬局　たかはた店 0238-58-0130 山形県東置賜郡高畠町大字福沢南１１－４－１

高畠町 医科（診療所） いからし内科クリニック 0238-57-5777 山形県東置賜郡高畠町福沢南１１－４

鶴岡市 薬局 アイセイ薬局みどり町店 0235-29-0382 山形県鶴岡市みどり町１８－６

鶴岡市 薬局 羽黒調剤薬局 0235-62-5121 山形県鶴岡市羽黒町荒川字谷地堰４２－５

鶴岡市 薬局 かもめ薬局あつみ店 0235-33-8161 山形県鶴岡市温海字温海４８

鶴岡市 歯科（診療所） みずか歯科医院 0235-33-8828 山形県鶴岡市下川字七窪２－１１９９

鶴岡市 医科（診療所） 茅原クリニック 0235-22-8777 山形県鶴岡市茅原町２６－２３

鶴岡市 薬局 ウエルシア薬局鶴岡砂田町店 0235-28-0182 山形県鶴岡市砂田町６－４１

鶴岡市 医科（診療所） 真島医院 0235-25-6666 山形県鶴岡市山王町３－２９

鶴岡市 薬局 共創未来さんのう町薬局 0235-64-8891 山形県鶴岡市山王町４－２

鶴岡市 医科（診療所） 黒沢眼科医院 0235-24-9638 山形県鶴岡市昭和町１０－２０

鶴岡市 薬局 さつき調剤薬局 0235-28-2693 山形県鶴岡市昭和町８－３０

鶴岡市 歯科（診療所） 歯科黒谷クリニック 0235-22-4182 山形県鶴岡市上畑町５番２７号

鶴岡市 薬局 有限会社和光堂薬局 0235-24-8397 山形県鶴岡市新形町４－３１

鶴岡市 薬局 くしびき調剤薬局 0235-78-7275 山形県鶴岡市西荒屋字川原田８８

鶴岡市 医科（診療所） 佐久間医院 0235-57-2123 山形県鶴岡市西荒屋字川原田９８

鶴岡市 歯科（診療所） あかざわ歯科医院 0235-25-6480 山形県鶴岡市青柳町４２－３

鶴岡市 薬局 クオール薬局切添町店 0235-29-1489 山形県鶴岡市切添町１９－２８

鶴岡市 医科（診療所） 奥山皮フ科 0235-25-7971 山形県鶴岡市切添町２１－２２

鶴岡市 医科（病院） 鶴岡市立荘内病院 0235-26-5111 山形県鶴岡市泉町４－２０

鶴岡市 歯科（診療所） 鶴岡市立荘内病院 0235-26-5111 山形県鶴岡市泉町４－２０

鶴岡市 薬局 ツルオカ薬局病院前店 0235-22-0477 山形県鶴岡市泉町５－７５

鶴岡市 医科（診療所） 山内循環器クリニック 0235-64-1914 山形県鶴岡市泉町７－５６

鶴岡市 歯科（診療所） 毛呂歯科医院 0235-22-1117 山形県鶴岡市泉町８－１４

鶴岡市 薬局 日本調剤　荘内薬局 0235-25-4193 山形県鶴岡市泉町８－６４

鶴岡市 薬局 共創未来いずみ町薬局 0235-29-7263 山形県鶴岡市泉町８－７０

鶴岡市 歯科（診療所） 鼠ヶ関番場歯科医院 0235-44-2200 山形県鶴岡市鼠ケ関乙１３６－３

鶴岡市 薬局 大山ひまわり薬局 0235-38-1315 山形県鶴岡市大山２－２５－３５

鶴岡市 薬局 ゆう薬局朝暘店 0235-25-1677 山形県鶴岡市朝暘町２６－１４

鶴岡市 医科（診療所） 佐藤診療所 0235-43-2037 山形県鶴岡市湯温海甲１２７－１

鶴岡市 医科（病院） 鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院 0235-38-5151 山形県鶴岡市湯田川字中田３５－１０

鶴岡市 薬局 有）クスリのフレンズ湯田川店 0235-35-3511 山形県鶴岡市湯田川字中田５－２３



鶴岡市 医科（診療所） 山形県立こども医療療育センター庄内支所 0235-23-4584 山形県鶴岡市道形町４９－２１

鶴岡市 薬局 りらいふ薬局 0235-33-8145 山形県鶴岡市日吉町１０－４４

鶴岡市 薬局 鶴岡ひまわり薬局 0235-28-3500 山形県鶴岡市日枝字海老島１６１－２

鶴岡市 医科（診療所） たんぽぽクリニック 0235-25-6000 山形県鶴岡市日枝字鳥居上４３－１

鶴岡市 医科（診療所） いとうクリニック 0235-22-3200 山形県鶴岡市日出一丁目１７番８号

鶴岡市 歯科（診療所） 石井歯科医院 0235-28-2536 山形県鶴岡市美咲町２４－５

鶴岡市 薬局 ゆう薬局美咲店 0235-29-1081 山形県鶴岡市美咲町２５－２０

鶴岡市 薬局 さくら薬局鶴岡美咲店 0235-64-8671 山形県鶴岡市美咲町２５－３６

鶴岡市 医科（診療所） 美咲クリニック 0235-23-7633 山形県鶴岡市美咲町２５－５

鶴岡市 薬局 日本調剤　鶴岡南薬局 0235-29-7600 山形県鶴岡市文園町１－１１

鶴岡市 歯科（診療所） ふみぞの歯科・矯正歯科 0235-25-8118 山形県鶴岡市文園町３－６

鶴岡市 薬局 調剤薬局ツルハドラッグ鶴岡南店 0235-29-1140 山形県鶴岡市文園町５－１０

鶴岡市 医科（診療所） 須田内科クリニック 0235-26-7555 山形県鶴岡市宝田１－９－８６

鶴岡市 医科（病院） 山形県立こころの医療センター 0235-64-8100 山形県鶴岡市北茅原町１３番１号

鶴岡市 薬局 共創未来　ちわら薬局 0235-22-5693 山形県鶴岡市北茅原町２番１０号

鶴岡市 歯科（診療所） 清野歯科医院 0235-24-0808 山形県鶴岡市睦町６－１１

鶴岡市 歯科（診療所） 石黒歯科・矯正歯科医院 0235-24-8111 山形県鶴岡市本町１－５－２５

鶴岡市 薬局 かわばた薬局 0235-35-1735 山形県鶴岡市本町１－６－３７

鶴岡市 薬局 アイン薬局鶴岡七日町店 0235-33-8266 山形県鶴岡市本町２－１１－２２

鶴岡市 薬局 ハート調剤薬局本町店 0235-35-1880 山形県鶴岡市本町２－１６－１

鶴岡市 歯科（診療所） 医療法人　岡部歯科診療所 0235-22-0572 山形県鶴岡市本町３－１３－２３

鶴岡市 薬局 アイン薬局鶴岡本町店 0235-35-0735 山形県鶴岡市本町３－１７－１９

天童市 薬局 かえで薬局　天童西口店 023-664-3400 山形県天童市駅西１－９－６

天童市 医科（診療所） 天童西口クリニック 023-665-0070 山形県天童市駅西１－９－７

天童市 医科（診療所） 小幡皮膚科医院 023-653-1781 山形県天童市駅西３－９－１

天童市 薬局 ヤマザワ調剤薬局　天童市民病院前店 023-652-1055 山形県天童市駅西５－１－９

天童市 医科（病院） 天童市民病院 023-654-2511 山形県天童市駅西５－２－１

天童市 薬局 アイン薬局　天童店 023-652-0771 山形県天童市鎌田１－６－８

天童市 薬局 ファーコス薬局　まいづる 023-653-0081 山形県天童市鎌田本町３－６－２３

天童市 医科（診療所） 医療法人社団高橋整形外科 023-653-3282 山形県天童市久野本３－１９－２６

天童市 歯科（診療所） とがし歯科医院 023-654-8211 山形県天童市久野本４－１４－３０

天童市 薬局 ヤマザワ調剤薬局　天童鍬の町店 023-652-2080 山形県天童市鍬ノ町１－２－１８

天童市 薬局 調剤薬局ツルハドラッグ天童店 023-658-7121 山形県天童市鍬ノ町２－２－３８

天童市 医科（診療所） 医療法人社団目黒クリニック循環器科・内科 023-653-1688 山形県天童市糠塚１－４－１

天童市 医科（診療所） 大野胃腸科内科医院 023-656-8522 山形県天童市大字久野本１０５６－３

天童市 医科（病院） 医療法人斗南会秋野病院 023-653-5725 山形県天童市大字久野本３６２－１

天童市 薬局 有）いこい薬局 023-658-4833 山形県天童市大字高擶９４１－３

天童市 薬局 エドヤ調剤薬局 023-656-8735 山形県天童市田鶴町４－２－５２

天童市 歯科（診療所） 医療法人社団林歯科医院 023-653-2123 山形県天童市田鶴町４－２－６６

天童市 歯科（診療所） 医療法人豊田会　大江歯科医院 023-654-5560 山形県天童市東久野本２－１１－１０

天童市 医科（診療所） 医療法人菅原内科胃腸科医院 023-655-4180 山形県天童市東長岡２－１－１

天童市 医科（診療所） 内科・胃腸科　高橋医院 023-653-5664 山形県天童市東本町１－１－３２

天童市 医科（診療所） 医療法人光和会ひがしたに小児科 023-651-1555 山形県天童市南町　３－１－２４

天童市 薬局 コスモ調剤薬局天童店 023-652-0366 山形県天童市南町２－１０－５５

天童市 医科（診療所） 星川内科クリニック 023-616-7277 山形県天童市芳賀タウン南３－７－１

天童市 薬局 クレア薬局天童店 023-687-1372 山形県天童市芳賀タウン南３－７－１４



天童市 薬局 クレア薬局芳賀店 023-676-7277 山形県天童市芳賀タウン南３－７－５

天童市 薬局 イオン薬局天童店 023-652-0350 山形県天童市芳賀タウン北４－１－１

天童市 歯科（診療所） 優　歯科クリニック 023-658-8215 山形県天童市北久野本５－１－８

天童市 薬局 けんこう堂調剤薬局 023-654-6065 山形県天童市本町２－１－１

天童市 薬局 ホープ薬局 023-652-0157 山形県天童市乱川３－２－３

天童市 医科（診療所） 大竹内科呼吸器科医院 023-651-3911 山形県天童市老野森１－５－１

天童市 薬局 おいのもり調剤薬局 023-656-8535 山形県天童市老野森１－５－２９

天童市 医科（診療所） 医療法人　亀城会　平野クリニック 023-653-1488 山形県天童市老野森一丁目１５－８

長井市 医科（診療所） 斎藤眼科医院 0238-84-5811 山形県長井市ままの上１－１６

長井市 薬局 ミドリ薬局　長井店 0238-84-5850 山形県長井市ままの上１－２

長井市 薬局 ながい調剤薬局 0238-88-5852 山形県長井市栄町１０－２

長井市 医科（診療所） 医療法人社団仁陽会　仁陽堂外田医院 0238-84-2004 山形県長井市栄町１１－１７

長井市 医科（病院） 公立置賜長井病院 0238-84-2161 山形県長井市屋城町２－１

長井市 薬局 アイン薬局　長井店 0238-84-2288 山形県長井市幸町１６－１２

長井市 薬局 はなまる薬局 0238-83-3071 山形県長井市小出３９３０－１３

長井市 薬局 南中前調剤薬局 0238-88-5589 山形県長井市泉１９２６－１３

長井市 医科（診療所） 前山耳鼻咽喉クリニック 0238-83-1187 山形県長井市泉字舘の越１９２６－１２

長井市 歯科（診療所） 医療法人　西原歯科医院 0238-84-7722 山形県長井市台町６－１１

長井市 薬局 アップル薬局 0238-83-1280 山形県長井市大町９－２６

長井市 医科（診療所） はぎの内科医院 0238-88-1789 山形県長井市東町１－１

長井市 歯科（診療所） 医療法人誠歯会斎藤歯科医院 0238-88-1827 山形県長井市片田町３－５

長井市 薬局 ひまわり調剤薬局本町店 0238-87-0728 山形県長井市本町１－９－２８

長井市 薬局 ウエルシア薬局長井本町店 0238-83-6312 山形県長井市本町２－４－３６

長井市 歯科（診療所） 寺島歯科医院 0238-88-2903 山形県長井市本町２－７－２７

南陽市 医科（病院） 公立置賜南陽病院 0238-47-3000 山形県南陽市宮内１２０４

南陽市 薬局 宮内さくら調剤薬局 0238-49-7412 山形県南陽市宮内４５４９－１

南陽市 歯科（診療所） 高橋歯科医院 0238-47-6222 山形県南陽市宮内４６４８－１

南陽市 医科（診療所） 齋藤内科クリニック 0238-47-2411 山形県南陽市宮内４６５２－１

南陽市 歯科（診療所） 医療法人社団済々会佐藤歯科クリニック 0238-47-2888 山形県南陽市宮内９２９－４

南陽市 医科（診療所） さとうクリニック 0238-47-3109 山形県南陽市宮内字横町３５００

南陽市 薬局 あさひ薬局 0238-43-2861 山形県南陽市郡山８７７－３

南陽市 医科（診療所） 赤湯駅前クリニック 0238-43-7777 山形県南陽市三間通１２６－１１

南陽市 薬局 あんにん薬局 0238-50-3456 山形県南陽市島貫字下堂ノ前６１５－７

南陽市 医科（診療所） 医療法人社団須藤皮膚科医院 0238-43-4416 山形県南陽市二色根７５

南陽市 薬局 アイン薬局　南陽店 0238-50-0165 山形県南陽市椚塚１１７７

西村山 医科（診療所） 青木医院 0237-72-3773 山形県西村山郡河北町西里５３９－７

西村山 医科（診療所） 細谷医院 0237-72-3032 山形県西村山郡河北町谷地ひな市１－３－５

西村山 歯科（診療所） 佐藤歯科医院 0237-72-3539 山形県西村山郡河北町谷地甲１９８

西村山 医科（診療所） 板坂医院 0237-71-1200 山形県西村山郡河北町谷地甲２１７

西村山 医科（病院） 山形県立河北病院 0237-73-3131 山形県西村山郡河北町谷地字月山堂１１１

西村山 薬局 アイン薬局　河北町店 0237-71-0322 山形県西村山郡河北町谷地字月山堂１３６－６

西村山 医科（病院） 小原病院 0237-72-7811 山形県西村山郡河北町谷地字月山堂１５１－１

西村山 薬局 コスモ調剤薬局谷地店 0237-77-0075
山形県西村山郡河北町谷地字月山堂３７１－３　センス河北Ｂ棟

１０６

西村山 薬局 茂木薬局 0237-73-4100 山形県西村山郡河北町谷地字月山堂３８７

西村山 医科（診療所） つかさ内科医院 0237-84-7300 山形県西村山郡河北町谷地字月山堂４０８－１

西村山 薬局 茂木調剤薬局 0237-84-0055 山形県西村山郡河北町谷地字月山堂４０８－４



西村山 薬局 ひなた薬局 0237-77-0034 山形県西村山郡河北町谷地字田中４－１

西村山 薬局 谷地調剤薬局 0237-73-6271 山形県西村山郡河北町谷地中央１－３－２６

西村山 医科（診療所） 矢口泌尿器科内科クリニック 0237-73-3111 山形県西村山郡河北町谷地中央１－３－７

西村山 薬局 ウエルシア薬局山形河北店 0237-71-0805 山形県西村山郡河北町谷地中央４－８－６

西村山 薬局 茂木調剤薬局中央店 0237-85-0231 山形県西村山郡河北町谷地中央５－９－１６

西村山 医科（病院） 西川町立病院 0237-74-2211 山形県西村山郡西川町大字海味５８１

西村山 医科（診療所） 大江町あかざクリニック 0237-84-7210 山形県西村山郡大江町大字左沢字前田８７６－２９

西村山 医科（診療所） 安達医院 0237-67-2226 山形県西村山郡朝日町大字宮宿１１１１－１

西村山 医科（診療所） 多田医院 0237-67-2330 山形県西村山郡朝日町大字宮宿２３０５－２

西村山 薬局 宮宿調剤薬局 0237-67-8032 山形県西村山郡朝日町大字宮宿２３６３

西村山 薬局 朝日調剤薬局 0237-83-7331 山形県西村山郡朝日町大字宮宿８３２－４

西村山 医科（病院） 朝日町立病院 0237-67-2125 山形県西村山郡朝日町大字宮宿８４３

東根市 薬局 有限会社ゆうき薬局 0237-43-2751 山形県東根市さくらんぼ駅前１－７－１４

東根市 薬局 エムハート薬局ひがしね店 0237-41-2135 山形県東根市さくらんぼ駅前２－１０－３

東根市 医科（診療所） ひかり皮膚科 0237-43-1002 山形県東根市さくらんぼ駅前２－１３－１

東根市 薬局 あくあ調剤薬局 0237-53-0908 山形県東根市さくらんぼ駅前２－１３－３

東根市 薬局 調剤薬局ツルハドラッグ東根中央店 0237-41-2820 山形県東根市さくらんぼ駅前２－１４－１７

東根市 薬局 イオン薬局東根店 0237-43-8580 山形県東根市さくらんぼ駅前３－７－１５

東根市 医科（病院） 北村山公立病院 0237-42-2111 山形県東根市温泉町２－１５－１

東根市 薬局 フレンド薬局　東根 0237-41-2203 山形県東根市温泉町２－１５－２－１１１

東根市 薬局 調剤薬局ツルハドラッグ東根店 0237-36-0083 山形県東根市温泉町３－３－４

東根市 薬局 株）土屋薬局 0237-47-0033 山形県東根市神町中央１－１０－７

東根市 医科（診療所） 大沼医院 0237-48-2830 山形県東根市神町中央１－１１－１８

東根市 薬局 さくら調剤薬局神町店 0237-53-0320 山形県東根市神町中央１－１２－１

東根市 医科（診療所） けんじ脳神経クリニック 0237-53-6718 山形県東根市神町中央１－８－１１

東根市 薬局 あんず調剤薬局 0237-53-6391 山形県東根市神町中央１－８－８

東根市 歯科（診療所） 加藤歯科医院 0237-47-0648 山形県東根市神町南２－２－５０

東根市 薬局 エース薬局 0237-53-8882 山形県東根市神町北１－３－４０－１

東根市 医科（診療所） いとう内科クリニック 0237-47-3660 山形県東根市神町北１－３－４１

東根市 歯科（診療所） けやき歯科クリニック 0237-53-6299 山形県東根市神町北２－４－１５

東根市 薬局 調剤薬局ツルハドラッグ東根神町店 0237-49-2025 山形県東根市神町北５－３－１

東根市 医科（診療所） さくらんぼクリニック 0237-48-6638 山形県東根市大字羽入２０９８－４

東根市 薬局 みんなの薬局羽入店 0237-53-0941 山形県東根市大字羽入２８２１－３

東根市 歯科（診療所） とよたか歯科 0237-41-1313 山形県東根市大字蟹沢２２２１－１８

東根市 薬局 けやき薬局東根店 0237-43-6698 山形県東根市大森２－１－１

東根市 医科（病院） 医療法人社団明山会　山形ロイヤル病院 0237-43-8080 山形県東根市大森２－３－６

東根市 薬局 ウエルシア薬局　東根中央店 0237-41-2732 山形県東根市中央２－１－２５

東根市 薬局 フレンド薬局東根中央店 0237-43-6600 山形県東根市中央３－２－１４

東根市 医科（診療所） ＰＦＣ　ＪＡＰＡＮ　ＣＬＩＮＩＣ　東根 0237-43-7655 山形県東根市中央４－１－２９

東根市 薬局 しあわせ調剤薬局 0237-41-2857 山形県東根市中央４－１－９

東根市 医科（診療所） ひろせこころのクリニック 0237-22-9477 山形県東根市中央東２－６－７１

東根市 歯科（診療所） 佐藤歯科医院ラ・フランスオフィス 0237-49-1155 山形県東根市板垣大通り８

東根市 歯科（診療所） 医療法人社団奥山歯科医院 0237-43-5272 山形県東根市本丸西３－２－３０

東根市 薬局 コスモ調剤薬局東根店 0237-41-2730 山形県東根市本丸西４－１－２５

東根市 歯科（診療所） 江場歯科医院 0237-42-0105 山形県東根市本町１－１１

東村山 医科（診療所） 鈴木医院 023-664-5345 山形県東村山郡山辺町大字山辺１０６８



東村山 薬局 ヤマザワ調剤薬局山辺店 023-666-8605 山形県東村山郡山辺町大字山辺６１３９－８

東村山 薬局 ほのぼの調剤薬局 023-667-0267 山形県東村山郡山辺町大字大塚字近江８２２－１

東村山 歯科（診療所） 緑ヶ丘歯科クリニック 023-674-9041 山形県東村山郡山辺町緑ヶ丘３－１－３

東村山 医科（診療所） 服部内科胃腸科医院 023-662-2272 山形県東村山郡中山町大字長崎４１７０－１

村山市 薬局 ホープ薬局　村山駅西店 0237-48-6670 山形県村山市駅西１８－５

村山市 医科（診療所） 奥山内科循環器科クリニック 0237-52-0380 山形県村山市駅西１９－１５

村山市 医科（診療所） 甲州耳鼻咽喉科医院 0237-55-8733 山形県村山市駅西１９－２６

村山市 薬局 村山駅西調剤薬局 0237-52-0388 山形県村山市駅西２３－７

村山市 薬局 さくら薬局楯岡店 0237-55-7305 山形県村山市楯岡晦日町４－１１

村山市 医科（診療所） 小野内科胃腸科クリニック 0237-52-5050 山形県村山市楯岡五日町１４－２５

村山市 歯科（診療所） タナカ歯科医院 0237-55-6798 山形県村山市楯岡楯１３－２９

村山市 医科（診療所） 医療法人八鍬医院 0237-55-3425 山形県村山市楯岡新高田９－２４

村山市 薬局 株）コスモス薬局　新町店 0237-55-8330 山形県村山市楯岡新町２－８－２１

村山市 医科（診療所） しんまち小室医院 0237-53-8451 山形県村山市楯岡新町３－２－２

村山市 薬局 かえで薬局　楯岡新町店 0237-48-7733 山形県村山市楯岡新町３－２－３

村山市 歯科（診療所） きはら歯科クリニック 0237-52-3118 山形県村山市楯岡新町４－２－２９

村山市 歯科（診療所） にっとう歯科医院 0237-54-2548 山形県村山市大字大久保甲５６３－１

村山市 医科（診療所） 羽根田医院 0237-54-3888 山形県村山市大字湯野沢１９２１

村山市 薬局 株式会社コスモス薬局湯野沢店 0237-54-2181 山形県村山市大字湯野沢字郷１８９７－１２

村山市 医科（診療所） 村山市休日診療所 0237-55-2111 山形県村山市中央１－３－６

最上 薬局 ほし薬局金山店 0233-32-1193 山形県最上郡金山町大字金山３２８－９

最上 薬局 金山調剤薬局 0233-52-9886 山形県最上郡金山町大字金山５０９－２

最上 医科（診療所） 町立金山診療所 0233-52-2915 山形県最上郡金山町大字金山５４８－２

最上 医科（診療所） 戸沢村中央診療所 0233-72-3363 山形県最上郡戸沢村大字古口２６６４－５

最上 医科（診療所） 永井医院 0233-46-1511 山形県最上郡最上町向町５３６－９

最上 医科（病院） 最上町立最上病院 0233-43-2112 山形県最上郡最上町大字向町６４－３

最上 薬局 おかの薬局 0233-43-9066 山形県最上郡最上町大字向町６８－１１

最上 歯科（診療所） 医）社団　向町成原歯科医院 0233-46-1405 山形県最上郡最上町大字向町字向町５０－８

最上 医科（診療所） 舟形クリニック 0233-32-3300 山形県最上郡舟形町舟形３６５－１７

最上 歯科（診療所） デンタル美光 0233-32-3512 山形県最上郡舟形町舟形４９３－９

最上 薬局 真室川薬局 0233-62-4970 山形県最上郡真室川町新町４０８－２

最上 医科（病院） 町立真室川病院 0233-62-2251 山形県最上郡真室川町大字新町４６９番１

山形市 薬局 あさひ薬局 023-647-7321 山形県山形市あかねケ丘１－１－３９

山形市 薬局 樫の木薬局あかねヶ丘店 023-645-2222 山形県山形市あかねヶ丘２－１０－４５

山形市 薬局 調剤薬局ツルハドラッグ山形小白川店 023-615-1740 山形県山形市あこや町２－１４－１１

山形市 薬局 エコー調剤薬局 023-629-8460 山形県山形市あこや町２－７－２０

山形市 医科（診療所） 西條クリニック 023-642-3332 山形県山形市あこや町３－１２－１５

山形市 薬局 エムハート薬局あこや町店 023-626-3270 山形県山形市あこや町３丁目１２－１４

山形市 薬局 もみの木薬局 023-642-2177 山形県山形市あさひ町１５－１６

山形市 薬局 あさひ町調剤薬局 023-626-3031 山形県山形市あさひ町７－２２

山形市 医科（診療所） あさひ町榊原耳鼻咽喉科医院 023-628-1711 山形県山形市あさひ町７－２５

山形市 医科（病院） 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 023-682-1111 山形県山形市沖町７９－１

山形市 医科（診療所） 医療法人社団伸愛会　中井こども医院 023-625-7171 山形県山形市花楯１－１６－１１

山形市 薬局 アイン薬局医者街通り店 023-631-1447 山形県山形市花楯１－１６－１２

山形市 薬局 ウエルシア薬局山形花楯店 023-626-5566 山形県山形市花楯２－２－２６

山形市 薬局 ホープ薬局花楯店 023-687-1477 山形県山形市花楯２－６－１３



山形市 薬局 調剤薬局ツルハドラッグ山形吉原店 023-647-7860 山形県山形市吉原２－１０－１０

山形市 薬局 エール薬局　吉原店 023-645-8400 山形県山形市吉原２－１８－６

山形市 薬局 調剤薬局ツルハドラッグ吉原店 023-644-2706 山形県山形市吉原３－９－１４

山形市 医科（診療所） 医療法人社団笠原整形外科 023-645-1567 山形県山形市久保田１－８－１３

山形市 歯科（診療所） 結城歯科医院 023-645-3225 山形県山形市久保田３－７－２８

山形市 歯科（診療所） 長崎歯科医院 023-632-8814 山形県山形市宮町１－１０－１５

山形市 薬局 ハート調剤薬局宮町店 023-674-0892 山形県山形市宮町１－５－２２

山形市 医科（診療所） 斯波医院 023-622-0022 山形県山形市宮町５－４－２８

山形市 歯科（診療所） 冨田歯科医院錦町 023-623-1184 山形県山形市錦町１５－３７

山形市 薬局 元木調剤薬局 023-631-7741 山形県山形市元木２－１３－１０

山形市 医科（診療所） 医）至徳会小松眼科医院 023-641-3811 山形県山形市元木２－１３－５

山形市 医科（診療所） 小松内科医院 023-634-5500 山形県山形市元木２－１３－８

山形市 薬局 樫の木薬局　元木店 023-635-1122 山形県山形市元木２－７－２５

山形市 医科（診療所） ともおか整形外科 023-634-3355 山形県山形市元木２－８－８

山形市 薬局 アイン薬局元木店 023-633-4247 山形県山形市元木３－２－４

山形市 薬局 ヤマザワ調剤薬局元木店 023-615-2235 山形県山形市元木３－３－２

山形市 医科（診療所） 医療法人　伊藤泌尿器科クリニック 023-615-1150 山形県山形市五十鈴１－１－２８

山形市 薬局 源泉堂薬局 023-642-2055 山形県山形市五十鈴１－１－３

山形市 医科（診療所） 佐藤清医院 023-626-7275 山形県山形市五十鈴１－６－５６

山形市 歯科（診療所） 鈴川リアデンタルクリニック 023-666-5418 山形県山形市五十鈴２－２－５５－１

山形市 歯科（診療所） 五十鈴歯科診療所 023-624-1000 山形県山形市五十鈴３－２－１５

山形市 歯科（診療所） 牧野歯科医院 023-645-3772 山形県山形市五日町７－１０

山形市 薬局 源泉堂薬局駅前店 023-626-4561 山形県山形市幸町１６－８

山形市 歯科（診療所） 江俣ささはら歯科クリニック 023-681-8884 山形県山形市江俣１－１０－１０

山形市 歯科（診療所） 清水歯科医院 023-684-6470 山形県山形市江俣４－１１－２０

山形市 歯科（診療所） 橋本歯科医院 023-622-3332 山形県山形市荒楯町１－４－１０

山形市 薬局 ナカムラ薬局 023-632-3011 山形県山形市香澄町２－６－３

山形市 薬局 萬屋薬局駅前店 023-624-2401 山形県山形市香澄町３－６－２５

山形市 医科（病院） 医）社団慈心会井出眼科病院 023-641-3111 山形県山形市香澄町三丁目６番１３号

山形市 医科（診療所） 西バイパスひとみ整形外科 023-644-1200 山形県山形市砂塚１２－８

山形市 薬局 かえで薬局 023-674-0864 山形県山形市砂塚１３－９

山形市 薬局 エムハート薬局北やまがた店 023-647-6430 山形県山形市肴町３－３９

山形市 薬局 アイン薬局　山形さくら町店 023-664-0225 山形県山形市桜町１－１２

山形市 医科（病院） 社会医療法人二本松会山形さくら町病院 023-631-2315 山形県山形市桜町２－７５

山形市 薬局 わかば調剤薬局 023-664-0211 山形県山形市桜町４－１０

山形市 医科（病院） 医療法人社団松柏会至誠堂総合病院 023-622-7181 山形県山形市桜町７－４４

山形市 薬局 共栄堂薬局さくらだ西店 023-616-5815 山形県山形市桜田西４－１７－４６

山形市 薬局 みんなの薬局桜田東店 023-679-5703 山形県山形市桜田東１－１４－１７

山形市 医科（診療所） さいとう脳神経・内科クリニック 023-666-6904 山形県山形市桜田東１－１４－１８

山形市 薬局 桜田調剤薬局 023-674-9735 山形県山形市桜田東２－９－１９

山形市 歯科（診療所） 桜田斎藤歯科医院 023-641-2048 山形県山形市桜田東４－８－４１

山形市 薬局 調剤薬局ツルハドラッグ山形桜田店 023-615-6311 山形県山形市桜田東４－９－１１

山形市 歯科（診療所） デンタランドこばやし歯科 023-629-6480 山形県山形市桜田南１３－２０

山形市 薬局 日本調剤　山形薬局 023-626-1230 山形県山形市七日町１－２－３４

山形市 薬局 萬屋薬局七日町店 023-642-1889 山形県山形市七日町１－２－３５

山形市 薬局 ヤマザワ調剤薬局済生館前店 023-615-1331 山形県山形市七日町１－４－２０



山形市 薬局 なぬか町ほっと薬局 023-664-3180 山形県山形市七日町１－４－４７　シティタワー山形七日町１階

山形市 歯科（診療所） 医療法人社団済北会小林歯科医院 023-622-3536 山形県山形市七日町１－４－５９

山形市 医科（病院） 山形市立病院済生館 023-625-5555 山形県山形市七日町１丁目３－２６

山形市 医科（診療所） なわの内科医院 023-632-0120 山形県山形市七日町３－５－１

山形市 医科（診療所） 黒田内科クリニック 023-625-3081 山形県山形市七日町４－１３－３３

山形市 薬局 七日町調剤薬局 023-642-1200 山形県山形市七日町５－１２－１３

山形市 薬局 ハート調剤薬局漆山店 023-674-6023 山形県山形市漆山２５７９－６

山形市 薬局 イオン薬局山形南店 023-647-2352 山形県山形市若宮３－７－８

山形市 医科（診療所） 医療法人社団羽根田産婦人科クリニック 023-622-3507 山形県山形市寿町１９－１

山形市 歯科（診療所） 高木歯科医院 023-625-5825
山形県山形市十日町１－２－３０　Ｄグラフォート十日町タワー

２０２

山形市 歯科（診療所） 四葉こども歯科 023-687-0648 山形県山形市十日町２－１－４２

山形市 歯科（診療所） 十日町デンタルクリニック 023-664-2700 山形県山形市十日町２－２－５１　レモンハイツ１－Ｂ

山形市 医科（診療所） 片桐皮膚科医院 023-665-5873 山形県山形市十日町３－１－３６

山形市 薬局 オレンジ調剤薬局 023-635-5670 山形県山形市十日町４－７－２３　１Ｆ

山形市 医科（診療所） 医療法人　城西医院 023-644-0276 山形県山形市春日町１３－２７

山形市 薬局 ぴーく調剤薬局小姓町店 023-626-4011 山形県山形市小姓町１－３７

山形市 医科（診療所） 医療法人　長嶋医院 023-641-4166 山形県山形市小姓町３－１０

山形市 医科（診療所） 医療法人真理子レディースクリニック 023-632-0666 山形県山形市小姓町６－３５

山形市 歯科（診療所） まり歯科クリニック 023-665-1182 山形県山形市小白川町４－２４－１３

山形市 医科（診療所） わだ心療内科クリニック 023-624-0246 山形県山形市小白川町４－３－２４

山形市 医科（診療所） きくち内科医院 023-664-1285 山形県山形市松見町１６－２４

山形市 薬局 ヤマザワ調剤薬局松見町店 023-631-1716 山形県山形市松見町２１－１０

山形市 歯科（診療所） 永田歯科医院 023-688-2230 山形県山形市松原３０３－１０

山形市 薬局 松波調剤薬局 023-615-6722 山形県山形市松波１－１１－３

山形市 医科（診療所） 相馬脳神経クリニック 023-634-2111 山形県山形市松波１－１１－３５

山形市 薬局 みんなの薬局松波店 023-674-0720 山形県山形市松波２－２－７

山形市 歯科（診療所） 成瀬歯科クリニック 023-625-2525 山形県山形市松波二丁目１－２５

山形市 歯科（診療所） 後藤歯科医院 023-644-1814 山形県山形市上町１－１３－１１

山形市 薬局 ファーコス薬局　うわまち 023-646-2293 山形県山形市上町３－１１－６

山形市 医科（診療所） 医療法人社団一庸会いちかわ整形外科 023-664-0303 山形県山形市上町３－１２－１２

山形市 医科（診療所） 高橋クリニック 023-644-8601 山形県山形市上町３―６―４１

山形市 医科（診療所） あかねヶ丘えんどう耳鼻咽喉科 023-645-7070 山形県山形市上町４－１４－２０

山形市 薬局 樫の木薬局上町店 023-647-7251 山形県山形市上町４－８－１３

山形市 歯科（診療所） さとう歯科クリニック 023-645-5555 山形県山形市城西町２－１－５

山形市 医科（診療所） メンタルクリニック城西 023-616-6868 山形県山形市城西町４－１８－２４

山形市 薬局 ヤマザワ調剤薬局城西店 023-685-7071 山形県山形市城西町４－１９－３

山形市 医科（診療所） わたなべ耳鼻咽喉科クリニック 023-646-4133 山形県山形市城西町４－５－１９

山形市 薬局 城西調剤薬局 023-646-8820 山形県山形市城西町５－２９－２４

山形市 医科（診療所） 医療法人至誠会大泉胃腸科内科クリニック 023-643-9021 山形県山形市城西町五丁目２１番１５号

山形市 薬局 よねた薬局 023-647-3207 山形県山形市城南町３－４－２７

山形市 薬局 城北薬局 023-665-0366 山形県山形市城北町２－１０－１

山形市 医科（診療所） 城北すずき内科クリニック 023-687-1870 山形県山形市城北町２－１０－５

山形市 歯科（診療所） 鈴木歯科医院 023-643-1818 山形県山形市城北町２―２―１８

山形市 歯科（診療所） 太田歯科医院 023-644-8686 山形県山形市深町二丁目４－１４－２

山形市 薬局 陣場調剤薬局 023-682-3811 山形県山形市陣場１－９－２０

山形市 医科（診療所） 金井たかはし眼科 023-681-0090 山形県山形市瀬波１－６－１５



山形市 医科（診療所） 塩見整形 023-674-8585 山形県山形市成沢西１－２－６

山形市 薬局 トレーフルなりさわ調剤薬局 023-674-8120 山形県山形市成沢西１－２－９

山形市 医科（診療所） 林内科・レディースクリニック 023-688-8681 山形県山形市成沢西２－１－２１

山形市 薬局 アイン薬局成沢店 023-688-3447 山形県山形市成沢西２－９－６

山形市 医科（診療所） べにばな内科クリニック 023-688-3511 山形県山形市成沢西４－１１－３２

山形市 薬局 けやき薬局　成沢店 023-689-1050 山形県山形市成沢西５－６－２０

山形市 医科（診療所） やさく医院 023-688-1771 山形県山形市成沢西５－６－２２

山形市 歯科（診療所） 逸見歯科医院 023-645-1548 山形県山形市清住町１－２－３１

山形市 医科（診療所） いしだ耳鼻咽喉科クリニック 023-674-7603 山形県山形市清住町２－２－１２

山形市 薬局 山形わかば薬局 023-674-9914 山形県山形市清住町２－２－２３

山形市 医科（病院） 医療法人徳洲会　山形徳洲会病院 023-647-3434 山形県山形市清住町２－３－５１

山形市 歯科（診療所） 冨田歯科医院 023-644-5757 山形県山形市西見田１

山形市 医科（診療所） まつながキッズクリニック 023-687-0225 山形県山形市西田２－２－１０

山形市 医科（診療所） 吉原眼科 023-646-8805 山形県山形市西田２－３－３

山形市 薬局 株式会社コスモス薬局西田店 023-687-0681 山形県山形市西田２－８－６

山形市 医科（診療所） 橘医院 023-645-4265 山形県山形市西田４－９－１６

山形市 医科（診療所） つのだ内科クリニック 023-665-0223 山形県山形市青田南２４－４５

山形市 薬局 アイン薬局県立中央２号店 023-686-2151 山形県山形市青柳１５３９－１

山形市 薬局 アイン薬局　県立中央店 023-679-3211 山形県山形市青柳１５４４－９

山形市 薬局 ヤマザワ調剤薬局県立中央病院前店 023-686-9266 山形県山形市青柳１５６２－１

山形市 医科（病院） 山形県立中央病院 023-685-2626 山形県山形市青柳１８００

山形市 薬局 オオタ薬局 023-622-8259 山形県山形市双月町２－２－１

山形市 薬局 ふたば調剤薬局 023-647-4363 山形県山形市双葉町１－４－１８

山形市 医科（診療所） 石郷岡クリニック 023-647-0050 山形県山形市双葉町１－４－６

山形市 薬局 ちとせ薬局 023-679-3800 山形県山形市双葉町２－１－２４

山形市 医科（診療所） 霞城眼科クリニック 023-665-1177 山形県山形市双葉町２－４－２３

山形市 歯科（診療所） 青山歯科医院 023-612-0814 山形県山形市大字漆山２４４７－９

山形市 医科（診療所） かとう内科クリニック 023-687-1706 山形県山形市大字千手堂字大門９６－１

山形市 薬局 中野調剤薬局 023-681-6207 山形県山形市大字中野４１０５

山形市 医科（診療所） 川越医院 023-641-6467 山形県山形市大手町９－２５

山形市 薬局 すみれ調剤薬局　本店 023-635-2020 山形県山形市大野目２－２－３５

山形市 薬局 調剤薬局ツルハドラッグ中桜田店 023-632-0706 山形県山形市中桜田３－２－１６

山形市 薬局 ホープ薬局嶋南店 023-665-5871 山形県山形市嶋南３－５－２０

山形市 医科（診療所） かわぞえ嶋北泌尿器科内科クリニック 023-665-1660 山形県山形市嶋北３－１０－１

山形市 薬局 嶋北調剤薬局 023-664-1860 山形県山形市嶋北３－１０－２６

山形市 薬局 ホープ薬局嶋店 023-665-0877 山形県山形市嶋北３－１－４

山形市 薬局 調剤薬局ツルハドラッグ山形嶋店 023-682-7221 山形県山形市嶋北４－２－１８

山形市 薬局 あらた調剤薬局山形嶋店 023-666-5474 山形県山形市嶋北４－５－２

山形市 薬局 アイン薬局山形東原店 023-664-1200 山形県山形市東原町１－１２－２４

山形市 医科（病院） 医療法人社団小白川至誠堂病院 023-641-6075 山形県山形市東原町１－１２－２６

山形市 歯科（診療所） 東原はしもと歯科 023-633-5454 山形県山形市東原町３－３－４３

山形市 医科（診療所） 沢村クリニック 023-633-3670 山形県山形市東原町４－１６－７

山形市 薬局 もりの季調剤薬局 023-615-3338 山形県山形市東原町４－１７－４９

山形市 歯科（診療所） 寺嶋歯科医院 023-635-1766 山形県山形市東山形１－１－８

山形市 薬局 アイン薬局芸工大前店 023-625-1447 山形県山形市東青田３－１１－５

山形市 薬局 くるみ薬局 023-615-6461 山形県山形市銅町２－２４－１７



山形市 薬局 どうまち薬局 023-687-0266 山形県山形市銅町２－６－３３

山形市 歯科（診療所） 鈴木歯科クリニック 023-626-1855 山形県山形市南栄町１－３－３３

山形市 歯科（診療所） 三浦歯科医院 023-645-2733 山形県山形市南館１－８－３

山形市 歯科（診療所） 仁歯科医院 023-641-8148 山形県山形市南原町１－２０－２０

山形市 歯科（診療所） 早坂歯科クリニック 023-632-2777 山形県山形市南原町１－３－１５

山形市 薬局 株式会社紅喃調剤 023-626-9341 山形県山形市南原町３－１９－２４

山形市 歯科（診療所） はやかわ歯科クリニック 023-624-8241 山形県山形市南三番町７－１５

山形市 医科（診療所） おおたけ医院 023-633-2571 山形県山形市南三番町７－１８

山形市 医科（診療所） あきらクリニック 023-687-1855 山形県山形市南四番町１２－１０

山形市 薬局 エール薬局　南四番町店 023-687-1500 山形県山形市南四番町１２－１１

山形市 医科（診療所） ＰＦＣ　ＪＡＰＡＮ　ＣＬＩＮＩＣ　山形 023-625-5515 山形県山形市南四番町３－６

山形市 薬局 クレア薬局　馬見ヶ崎店 023-665-1100 山形県山形市馬見ケ崎１－１８－３５

山形市 歯科（診療所） かつき歯科クリニック 023-676-8412 山形県山形市馬見ケ崎２－１０－１４

山形市 薬局 イオン薬局山形北店 023-682-5585 山形県山形市馬見ケ崎２－１２－１９

山形市 薬局 日本調剤山形北薬局 023-682-7325 山形県山形市馬見ケ崎４－１－１２

山形市 薬局 ヤマザワ調剤薬局山形済生病院前店 023-674-6812 山形県山形市馬見ケ崎４－１－１８

山形市 薬局 さくら薬局山形馬見ケ崎店 023-674-6826 山形県山形市馬見ケ崎４－１－１９

山形市 薬局 馬見ヶ崎みらい薬局 023-666-5451 山形県山形市馬見ケ崎４－２－５

山形市 歯科（診療所） 国井歯科医院 023-632-7749 山形県山形市白山３－４－８

山形市 医科（病院） 国立大学法人山形大学医学部附属病院 023-633-1122 山形県山形市飯田西２－２－２

山形市 薬局 日本調剤山形大前薬局 023-615-0307 山形県山形市飯田西４－１－２０　イノビル１Ｆ

山形市 薬局 ヤマザワ調剤薬局山形大学病院前店 023-623-6333 山形県山形市飯田西４－４－３

山形市 薬局 岡崎医療医学部前調剤薬局 023-624-1123 山形県山形市飯田西４－５－３５

山形市 歯科（診療所） 冨田歯科西高前医院 023-664-2201 山形県山形市美畑町４－２９

山形市 薬局 クオール薬局桧町店 023-682-3210 山形県山形市桧町２－１１－１６

山形市 薬局 ひのき調剤薬局 023-681-8733 山形県山形市桧町２－５－１１

山形市 歯科（診療所） 前田歯科医院 023-684-0210 山形県山形市桧町３－１－４３

山形市 薬局 ウエルシア薬局山形桧町店 023-682-9733 山形県山形市桧町３－８－２７

山形市 医科（診療所） 消化器科・内科井上クリニック 023-681-6080 山形県山形市北町３－７－１

山形市 薬局 ほんちょうアイ薬局 023-615-7714 山形県山形市本町１－６－１

山形市 歯科（診療所） 小関歯科医院 023-641-1742 山形県山形市本町２－３－３２

山形市 薬局 ヤマザワ調剤薬局　木の実町店 023-635-3331 山形県山形市木の実町７－１

山形市 歯科（診療所） 江良歯科医院 023-642-1184 山形県山形市落合町字二口２０３－１

山形市 歯科（診療所） 橋本歯科医院 023-623-0476 山形県山形市緑町１－９－２４

山形市 歯科（診療所） 緑町斎藤歯科医院 023-622-0303 山形県山形市緑町２－１２－４５

山形市 薬局 緑町Ｋｏｋｏｒｏ薬局 023-679-5890 山形県山形市緑町４－１４－６３

山形市 薬局 鈴川調剤薬局 023-624-6861 山形県山形市鈴川町３－８－５

山形市 薬局 ウエルシア薬局　山形篭田店 023-647-7486 山形県山形市篭田１－１４－２５

山形市 薬局 かごた調剤薬局 023-647-8726 山形県山形市篭田１－１４－２８

山形市 医科（診療所） いなむら耳鼻咽喉科クリニック 023-643-3344 山形県山形市篭田３－１－２

山形市 薬局 株式会社萬屋薬局 023-623-1805 山形県山形市六日町２－３

米沢市 薬局 アイン薬局米沢東店 0238-49-7422 山形県米沢市アルカディア１－８０８－３２

米沢市 薬局 アイン薬局　米沢駅前店 0238-24-7300 山形県米沢市駅前２－３－１８

米沢市 医科（病院） 医療法人舟山病院 0238-23-4435 山形県米沢市駅前２－４－８

米沢市 薬局 サフラン薬局 0238-40-1544 山形県米沢市塩井町塩野１７６７－４

米沢市 歯科（診療所） レインボー歯科医院 0238-26-1182 山形県米沢市下花沢２－７－３２－６



米沢市 薬局 はなざわ薬局 0238-49-7747 山形県米沢市花沢町２６８６－５

米沢市 医科（診療所） ごとう整形外科クリニック 0238-21-5103 山形県米沢市花沢町２６８７－１

米沢市 歯科（診療所） やまざき歯科医院 0238-21-6480 山形県米沢市花沢町２７１５－７

米沢市 医科（診療所） 中山胃腸科内科医院 0238-21-3208 山形県米沢市丸の内２－２－５３

米沢市 薬局 コスモ調剤薬局金池南店 0238-37-8650 山形県米沢市金池２－６－３２

米沢市 歯科（診療所） たいら歯科医院 0238-40-8404 山形県米沢市金池５－１０－４　Ｓ＆Ｒビル１Ｆ

米沢市 医科（診療所） かとう整形外科クリニック 0238-24-7001 山形県米沢市御廟３－２－１０

米沢市 薬局 コスモ調剤薬局御廟店 0238-26-8060 山形県米沢市御廟３－２－５

米沢市 薬局 イオン薬局米沢店 0238-33-6163 山形県米沢市春日２－１３－４

米沢市 歯科（診療所） 春日歯科医院 0238-22-3030 山形県米沢市春日２－４－５９

米沢市 歯科（診療所） 長谷部歯科医院 0238-22-8110 山形県米沢市春日５－２－４５

米沢市 薬局 丸喜薬局 0238-23-1313 山形県米沢市松が岬３－６－１６

米沢市 医科（診療所） 松田外科医院 0238-21-1155 山形県米沢市城西４－４－２５

米沢市 歯科（診療所） 金子歯科医院 0238-23-0909 山形県米沢市城北１－２－２３

米沢市 薬局 さくら薬局米沢成島店 0238-40-8261 山形県米沢市成島町２－１－３４

米沢市 歯科（診療所） もり歯科医院 0238-26-6406 山形県米沢市成島町２－１－３５

米沢市 薬局 しのぶ調剤薬局 0238-26-1755 山形県米沢市西大通２－３－６１

米沢市 薬局 アイン薬局米沢川井店 0238-49-7161 山形県米沢市川井２３５６－３

米沢市 医科（診療所） 医療法人　メディカルプラザ　山口医院 0238-24-3311 山形県米沢市川井小路１－３

米沢市 医科（病院） 米沢市立病院 0238-22-2450 山形県米沢市相生町６－３６

米沢市 歯科（診療所） あさひ歯科医院 0238-24-0118 山形県米沢市相生町７－６１

米沢市 薬局 ナカタ薬局大町店 0238-24-3038 山形県米沢市大町３－３－３０

米沢市 薬局 コアラ薬局 0238-23-6320 山形県米沢市大町４－４－１１

米沢市 薬局 ウエルシア薬局米沢中央５丁目店 0238-26-8052 山形県米沢市中央５－２－５０

米沢市 薬局 有限会社ナカタ薬局 0238-23-7725 山形県米沢市中央５－３－１６

米沢市 歯科（診療所） 医療法人社団喜六会みわき歯科クリニック 0238-24-2418 山形県米沢市中央６－１－１５

米沢市 薬局 アイン薬局　三友堂病院前店 0238-21-3646 山形県米沢市中央６－１－２２３－１

米沢市 薬局 アイセイ薬局米沢東店 0238-26-8710 山形県米沢市東１－３－２１

米沢市 医科（診療所） みみはなのど　さいとうクリニック 0238-27-0833 山形県米沢市東３－４－３６

米沢市 薬局 上花沢薬局 0238-27-0265 山形県米沢市東３－４－３８

米沢市 薬局 アイン薬局米沢駅西口店 0238-40-1252 山形県米沢市東３－４－４８

米沢市 医科（診療所） 医療法人社団ゆめクリニック 0238-26-1537 山形県米沢市東３－９－３

米沢市 歯科（診療所） くまの歯科医院 0238-40-8600 山形県米沢市徳町４０４－１

米沢市 医科（診療所） 庄司眼科クリニック 0238-26-1556 山形県米沢市徳町４－４７

米沢市 薬局 アイン薬局　米沢店 0238-26-2622 山形県米沢市福田町２－１－５４

米沢市 薬局 さくら薬局　米沢木場店 0238-26-5031 山形県米沢市木場町３－９

米沢市 医科（診療所） 岡田こどもクリニック 0238-40-8641 山形県米沢市門東町１－４－１８

米沢市 歯科（診療所） りんせんじ歯科 0238-21-6487 山形県米沢市林泉寺２－２－２３－１

米沢市 薬局 まるき薬局 0238-22-1901 山形県米沢市林泉寺２－２－９７


