
直接審査支払　合意薬局リスト（県別、市区郡別） 令和2年12月15日更新分

No. 県名 市区郡 名称 所在地

1 北海道 札幌市中央区 さくら薬局　札幌山鼻南店 北海道札幌市中央区南二十七条西１３-１-２２

2 日本調剤　南一条調剤薬局 北海道札幌市中央区南一条西４　大手町ビル８Ｆ

3 日本調剤　医大前調剤薬局 北海道札幌市中央区南一条西１６-１-２４６　ＡＮＮＥＸレーベンビル１Ｆ

4 エムズ薬局 北海道札幌市中央区南二条西１０-５-３　ＰＰＣビル１Ｆ

5 パシフィック薬局　山鼻店 北海道札幌市中央区南２２条西１１-１-４８

6 日本調剤　札医大前薬局 北海道札幌市中央区南一条西１６-１

7 日本調剤　北円山薬局 北海道札幌市中央区北七条西２７-１-８　ノース円山１Ｆ

8 さくら薬局　札幌もいわ店 北海道札幌市中央区南二十四条西１５-１-１

9 さくら薬局　札幌南１条店 北海道札幌市中央区南一条西１５-１-１０　パレ宮崎

10 さくら薬局　札幌南九条店 北海道札幌市中央区南九条西７-１-２８

11 ココカラファイン薬局　桑園店 北海道札幌市中央区北九条西１４　イーストプラザ１Ｆ

12 札幌市北区 日本調剤　麻生調剤薬局 北海道札幌市北区北四十条西４-２-１

13 日本調剤　北大前薬局 北海道札幌市北区北十四条西４-１-１４

14 札幌市東区 日本調剤　北十一条調剤薬局 北海道札幌市東区北十一条東３-３-１２

15 日本調剤　北十二条調剤薬局 北海道札幌市東区北十二条東４-１-１１

16 札幌市白石区 日本調剤　白石薬局 北海道札幌市白石区東札幌六条６-５-３５

17 日本調剤　北郷薬局 北海道札幌市白石区北郷二条４-３-５　北郷メディカル１Ｆ

18 日本調剤　菊水四条薬局 北海道札幌市白石区菊水四条２-２-２１

19 パシフィック薬局　南郷店 北海道札幌市白石区本郷通１３丁目南４-２７

20 パシフィック薬局　北郷店 北海道札幌市白石区北郷三条７-２-１６

21 日本調剤　菊水三条薬局 北海道札幌市白石区菊水三条２-３-１６

22 さくら薬局　札幌菊水店 北海道札幌市白石区菊水四条２-１-３

23 札幌市豊平区 日本調剤　中の島薬局 北海道札幌市豊平区中の島一条７-１１-１１

24 パシフィック薬局　南平岸店 北海道札幌市豊平区平岸七条１４-１-３８

25 さくら薬局　札幌福住店 北海道札幌市豊平区月寒東一条１５-１０-１

26 ココカラファイン薬局　平岸店 北海道札幌市豊平区平岸二条６-２-３０

27 札幌市南区 日本調剤　澄川調剤薬局 北海道札幌市南区澄川六条７-３-１

28 はーぶ薬局 北海道札幌市南区澄川四条３-５-３

29 スズラン薬局　真駒内店 北海道札幌市南区真駒内幸町２-１-１２

30 札幌市厚別区 日本調剤　大谷地調剤薬局 北海道札幌市厚別区大谷地東４-１-２

31 日本調剤　大谷地東薬局 北海道札幌市厚別区大谷地東２-５-１５

32 ココカラファイン薬局　サンピアザ店 北海道札幌市厚別区厚別中央二条５-７-２

33 札幌市手稲区 日本調剤　稲積公園前薬局 北海道札幌市手稲区前田三条４-２-１１

34 さくら薬局　札幌手稲店 北海道札幌市手稲区富丘二条７-２-７

35 函館市 日本調剤　深堀薬局 北海道函館市深堀町１１-１

36 日本調剤　杉並薬局 北海道函館市五稜郭町３４-１５

37 日本調剤　本町薬局 北海道函館市本町３３-３

38 さくら薬局　函館柏木店 北海道函館市柏木町１１-７

39 さくら薬局　南かやべ店 北海道函館市安浦町９０-２

40 さくら薬局　函館富岡店 北海道函館市富岡町３-１-１７

41 さくら薬局　函館中道店 北海道函館市中道１-２５-２６

42 さくら薬局　函館松川店 北海道函館市松川町４１-３

43 ココカラファイン薬局　函館駒場店 北海道函館市駒場町５-１４

44 小樽市 日本調剤　小樽薬局 北海道小樽市勝納町８-２５

45 株式会社スズラン薬局　グリーンピース店 北海道小樽市緑２-３４-１

46 ココカラファイン薬局　朝里店 北海道小樽市新光２-１４-３５

47 ココカラファイン薬局　小樽住ノ江店 北海道小樽市住ノ江１-４-１６

48 旭川市 日本調剤　旭川二条薬局 北海道旭川市二条通１-４９９-３

49 日本調剤　旭橋薬局 北海道旭川市金星町１-１

50 ココカラファイン薬局　東旭川店 北海道旭川市東旭川北一条６-６-２
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51 日本調剤　旭川四条薬局 北海道旭川市四条通１３-８３４

52 日本調剤　春光一条薬局 北海道旭川市春光一条８-１２-３６

53 さくら薬局　旭川新富店 北海道旭川市新富二条１-１-１３

54 日本調剤　旭川薬局 北海道旭川市緑が丘東三条１-２-１

55 ココカラファイン薬局　旭川四条店 北海道旭川市四条西３-１-１１　エーコービル１Ｆ

56 旭川メロディー薬局　環状通り店 北海道旭川市永山四条５-１-２０

57 室蘭市 さくら薬局　室蘭山手店 北海道室蘭市山手町３-１２-４

58 釧路市 日本調剤　新栄薬局 北海道釧路市新栄町２０-２

59 日本調剤　中園薬局 北海道釧路市中園町６-１２

60 日本調剤　釧路薬局 北海道釧路市鶴ケ岱２-３-７

61 帯広市 日本調剤　帯広薬局 北海道帯広市東六条南９-１６-１

62 北見市 日本調剤　みわ薬局 北海道北見市東三輪３-１７-５２

63 さくら薬局　北見南仲町店 北海道北見市南仲町１-６-３４

64 さくら薬局　北見店 北海道北見市北三条西４-１１-２

65 岩見沢市 さくら薬局　岩見沢４条店 北海道岩見沢市四条西８-１　ヤマシチ４８ビル１Ｆ

66 苫小牧市 日本調剤　日新薬局 北海道苫小牧市日新町２-７-１５

67 日本調剤　三光薬局 北海道苫小牧市三光町２-５-５

68 稚内市 日本調剤　稚内中央薬局 北海道稚内市中央４-１０-１０

69 芦別市 日本調剤　芦別薬局 北海道芦別市本町１４-１５

70 江別市 日本調剤　江別薬局 北海道江別市一番町３-２８

71 滝川市 さくら薬局　滝川店 北海道滝川市大町２-１-３０　クリーンズビル

72 砂川市 日本調剤　ホリ薬局 北海道砂川市西三条北２-１６-３

73 富良野市 日本調剤　桂木薬局 北海道富良野市桂木町２-７８

74 日本調剤　ふらの薬局 北海道富良野市住吉町３-２７

75 さくら薬局　富良野店 北海道富良野市錦町１-１

76 登別市 日本調剤　登別薬局 北海道登別市登別東町３-１０-２５

77 恵庭市 さくら薬局　恵庭恵み野店 北海道恵庭市恵み野里美１-１-６

78 松前郡松前町 日本調剤　松前薬局 北海道松前郡松前町大磯１９０-１

79 上磯郡木古内町 さくら薬局　木古内店 北海道上磯郡木古内町字本町７０７-７

80 茅部郡鹿部町 さくら薬局　鹿部店 北海道茅部郡鹿部町字鹿部１００-１１４

81 茅部郡森町 さくら薬局　森店 北海道茅部郡森町字上台町３２６-１６２

82 二海郡八雲町 日本調剤　東雲薬局 北海道二海郡八雲町東雲町５１-４

83 山越郡長万部町 日本調剤　長万部薬局 北海道山越郡長万部町字長万部１８-３０

84 久遠郡せたな町 さくら薬局　せたな店 北海道久遠郡せたな町北檜山区北檜山３７５-３

85 岩内郡岩内町 スズラン薬局　岩内店 北海道岩内郡岩内町字栄１７２

86 余市郡余市町 日本調剤　余市薬局 北海道余市郡余市町黒川町１９-１５-１３

87 スズラン薬局　余市店 北海道余市郡余市町黒川町１９-１３-１

88 夕張郡栗山町 日本調剤　栗山薬局 北海道夕張郡栗山町朝日２-３３

89 ココカラファイン薬局　栗山店 北海道夕張郡栗山町中央２-１１６

90 上川郡鷹栖町 ココカラファイン薬局　鷹栖メロディー店 北海道鷹栖町南一条２-１-１

91 厚岸郡厚岸町 さくら薬局　厚岸店 (R03.03請求から) 北海道厚岸郡厚岸町真栄１-８０

92 青森県 弘前市 日本調剤　弘前薬局 青森県弘前市大字本町５２

93 岩手県 盛岡市 日本調剤　盛岡中央薬局 岩手県盛岡市内丸１７-８

94 日本調剤　盛岡南薬局 岩手県盛岡市永井１２-１２８-２

95 日本調剤　盛岡薬局 岩手県盛岡市上田１-４-３

96 日本調剤　東安庭薬局 岩手県盛岡市東安庭１-２３-６３

97 クラフト薬局　盛岡青山店 岩手県盛岡市青山１-２０-４２

98 花巻市 日本調剤　大手門薬局 岩手県花巻市花城町４-２４

99 日本調剤　花巻薬局 岩手県花巻市御田屋町４-５４

100 北上市 日本調剤　北上薬局 岩手県北上市鬼柳町荒高３３-１
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101 さくら薬局　北上村崎野店 岩手県北上市村崎野１７-１７０-２

102 クラフト薬局　北上花園店 岩手県北上市花園町３-１-６

103 一関市 日本調剤　一関薬局 岩手県一関市狐禅寺字大平３３-１

104 二戸市 日本調剤　二戸薬局 岩手県二戸市堀野字大川原毛４０-７

105 奥州市 日本調剤　水沢薬局 岩手県奥州市水沢区搦手丁８-１５

106 日本調剤　龍ヶ馬場薬局 岩手県奥州市水沢龍ヶ馬場２９-３７

107 日本調剤　胆沢薬局 岩手県奥州市水沢龍ヶ馬場３-１１

108 岩手郡葛巻町 日本調剤　葛巻薬局 岩手県岩手郡葛巻町葛巻１２-５４-１

109 紫波郡矢巾町 日本調剤　矢巾薬局 岩手県紫波郡矢巾町大字藤沢１-１１４-１

110 日本調剤　岩手医大前薬局 岩手県紫波郡矢巾町医大通２-１-１２

111 九戸郡軽米町 日本調剤　軽米薬局 岩手県九戸郡軽米町大字軽米２-６５-２

112 九戸郡九戸村 日本調剤　九戸薬局 岩手県九戸郡九戸村大字伊保内７-４９-３

113 宮城県 仙台市青葉区 さくら薬局　仙台五橋店 宮城県仙台市青葉区五橋２-１-１１　１Ｆ

114 日本調剤　台原薬局 宮城県仙台市青葉区台原１-１０-１３

115 日本調剤　東北大前薬局 宮城県仙台市青葉区木町通１-８-２１

116 日本調剤　北仙台薬局 宮城県仙台市青葉区堤町３-１７-１０

117 日本調剤　木町通薬局 宮城県仙台市青葉区木町通１-８-１８

118 さくら薬局　仙台堤町店 宮城県仙台市青葉区堤町３-１７-２１

119 仙台市宮城野区 日本調剤　高砂薬局 宮城県仙台市宮城野区高砂２-６-１９

120 日本調剤　宮城野原薬局 宮城県仙台市宮城野区宮城野２-９-１

121 日本調剤　萩野町薬局 宮城県仙台市宮城野区萩野町３-１４-１

122 さくら薬局　仙台今市東店 宮城県仙台市宮城野区岩切今市東１５-２

123 さくら薬局　仙台岩切店 宮城県仙台市宮城野区岩切１-９-３６

124 仙台市若林区 さくら薬局　仙台河原町店 宮城県仙台市若林区河原町１-５-２５　１Ｆ

125 仙台市太白区 さくら薬局　仙台あすと長町店 宮城県仙台市太白区八本松１-２-２４　メイツ鈴木１０１

126 日本調剤　あすと長町薬局 宮城県仙台市太白区八本松１-３-２８

127 日本調剤　長町一丁目薬局 宮城県仙台市太白区長町１-２-４１

128 ファーコス薬局　ハーブ 宮城県仙台市太白区中田町前沖１６３-１１

129 さくら薬局　仙台東中田店 宮城県仙台市太白区東中田４-５-３

130 仙台クローバ薬局 宮城県仙台市太白区八木山南２-１-３

131 あすと長町クローバ薬局 宮城県仙台市太白区あすと長町３-３-２６

132 仙台市泉区 ココカラファイン薬局　セルバテラス店 宮城県仙台市泉区泉中央１-６-３　セルバテラス１Ｆ

133 石巻市 さくら薬局　石巻八幡店 (R03.03請求から) 宮城県石巻市八幡町１-６-５

134 日本調剤　石巻薬局 宮城県石巻市駅前北通り１-１４-２９

135 塩竈市 日本調剤　塩釜薬局 宮城県塩竈市佐浦町１４-２１

136 名取市 さくら薬局　名取店 宮城県名取市杜せきのした５-３-１（２２１５１）

137 登米市 さくら薬局　登米佐沼店 宮城県登米市迫町佐沼字江合２-１２-１２

138 日本調剤　佐沼薬局 宮城県登米市迫町佐沼字下田中３９-１

139 さくら薬局　登米まいや店 宮城県登米市東和町米谷字元町１８５-２

140 大崎市 クラフト薬局　三日町店 宮城県大崎市古川三日町２-３-５０

141 柴田郡柴田町 株式会社銀座薬局 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２-１２-２２

142 加美郡色麻町 さくら薬局　加美色麻店 宮城県加美郡色麻町四竃字瀧１０７-１

143 秋田県 秋田市 日本調剤　秋田薬局 秋田県秋田市広面字蓮沼４４-２

144 能代市 さくら薬局　能代店 秋田県能代市落合字上悪土１６３

145 大館市 日本調剤　大館薬局 秋田県大館市軽井沢字下岱２０-１０１

146 鹿角市 日本調剤　鹿角薬局 秋田県鹿角市花輪字小沼９７-３

147 由利本荘市 日本調剤　本荘薬局 秋田県由利本荘市岩渕下９８-２

148 日本調剤　本荘南薬局 秋田県由利本荘市小人町１１５-３

149 日本調剤　本荘北薬局 秋田県由利本荘市川口字高花１０６-４

150 大仙市 日本調剤　大曲南薬局 秋田県大仙市大曲上栄町７-１１
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151 日本調剤　大曲薬局 秋田県大仙市大曲通町８-３６　Ａｎｂｅｅ大曲１Ｆ

152 南秋田郡八郎潟町 日本調剤　湖東薬局 秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字貝保３７-７

153 雄勝郡羽後町 日本調剤　羽後薬局 秋田県雄勝郡羽後町字南西馬音内１６９-３

154 山形県 山形市 日本調剤　山形薬局 山形県山形市七日町１-２-３４

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

156 エムハート薬局　あこや町店 山形県山形市あこや町３-１２-１４

157 エムハート薬局　北やまがた店 山形県山形市肴町３-３９

158 日本調剤　山形北薬局 山形県山形市馬見ヶ崎４-１-１２

159 さくら薬局　山形馬見ケ崎店 山形県山形市馬見ケ崎４-１-１９

160 米沢市 さくら薬局　米沢成島店 山形県米沢市成島町２-１-３４

161 さくら薬局　米沢木場店 山形県米沢市木場町３-９

162 鶴岡市 さくら薬局　鶴岡美咲店 山形県鶴岡市美咲町２５-３６

163 日本調剤　鶴岡南薬局 山形県鶴岡市文園町１-１１

164 日本調剤　荘内薬局 山形県鶴岡市泉町８-６４

165 エムハート薬局　さくらしんまち店 山形県鶴岡市桜新町１１-１０

166 寒河江市 ファーコス薬局　あすなろ 山形県寒河江市西根字下堰５０７

167 日本調剤　寒河江薬局 山形県寒河江市大字寒河江字内の袋１２-１

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

169 東置賜郡高畠町 ファーコス薬局　あいのもり 山形県東置賜郡高畠町高畠渋作２９９-１０

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

171 福島県 福島市 ファーコス薬局　福島駅前 福島県福島市栄町６-６　ユニックスビル

172 ファーコス薬局　東中央 福島県福島市東中央２-２-２

173 ファーコス薬局　渡利 福島県福島市渡利字椚町２５-４

174 日本調剤　福島薬局 福島県福島市八島町２-２２

175 クラフト薬局　福島南沢又店 福島県福島市南沢又字桜内３３-３

176 会津若松市 さくら薬局　会津山鹿店 福島県会津若松市山鹿町４-８

177 郡山市 ファーコス薬局　メロディー 福島県郡山市喜久田町字四十坦８-６８

178 日本調剤　郡山薬局 福島県郡山市向河原町４-４０　郡山駅東ショッピングセンター内

179 さくら薬局　みなみ壱番店 福島県郡山市富久山町久保田字伊賀河原４

180 さくら薬局　磐梯熱海店 福島県郡山市熱海町熱海５-１９６

181 いわき市 マリン薬局 福島県いわき市中央台鹿島２-２８-４

182 日本調剤　いわき薬局 福島県いわき市内郷綴町沼尻１４８-１

183 クラフト薬局　小名浜店 福島県いわき市小名浜林城字塚前２１-３

184 白河市 ファーコス薬局　めぐみ北 福島県白河市外薄葉１７-５

185 ファーコス薬局　白河 福島県白河市六反山１０-３６

186 須賀川市 さくら薬局　須賀川北町店 福島県須賀川市北町１０-１

187 相馬市 さくら薬局　相馬桜ケ丘店 福島県相馬市中村字桜ケ丘２１２-１

188 二本松市 ファーコス薬局　かすみ (R03.02請求まで) 福島県二本松市成田町１-８１７-１-１

189 さくら薬局　二本松南店 福島県二本松市成田町１-８１５-３

190 さくら薬局　二本松本町店 福島県二本松市本町１-５５

191 田村市 さくら薬局　田村常葉店 福島県田村市常葉町常葉字内町１３

192 南相馬市 さくら薬局　南相馬原町店 福島県南相馬市原町区南町４-２６-３

193 伊達郡国見町 日本調剤　国見薬局 福島県伊達郡国見町大字塚野目下三本木２-１

194 東白川郡塙町 さくら薬局　塙店 福島県東白川郡塙町大字塙字材木町１１-１

195 茨城県 水戸市 さくら薬局　水戸河和田店 茨城県水戸市河和田町長谷原４４０５-１０６

196 日本調剤　水戸薬局 茨城県水戸市開江町１１６-１１

197 日本調剤　水戸中央薬局 茨城県水戸市梅香１-２-５

198 フローラ薬局　河和田店 茨城県水戸市河和田町５００３-４

199 ホーム薬局 茨城県水戸市米沢町９８-７

200 フェイス薬局 茨城県水戸市吉沢町３５４-９４
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201 さくら薬局　赤塚店 茨城県水戸市赤塚１-１８７０-２８

202 さくら薬局　酒門店 茨城県水戸市酒門町字浜井場３０２-１

203 日立市 桜川薬局 茨城県日立市桜川町２-２５-１７

204 メリー薬局 茨城県日立市大沼町３-４-１０

205 カワチ薬局　鮎川店 茨城県日立市鮎川町４-７-２１

206 カワチ薬局　田尻店 茨城県日立市田尻町４-３６-６

207 ひまわり調剤薬局 茨城県日立市桜川町２-１８-３

208 アイン薬局　日立田尻店 茨城県日立市田尻町３-２３-５

209 ファーマみらい　多賀薬局 茨城県日立市千石町１-５-３

210 日本調剤　日立南薬局 茨城県日立市茂宮町４３５-３

211 日本調剤　日立薬局 茨城県日立市中成沢町１-１６-１

212 くすりのマルト調剤薬局　鮎川店 茨城県日立市鮎川町３-１-１

213 さくら薬局　日立若葉町店 茨城県日立市若葉町３-１-３

214 さくら薬局　日立会瀬店 茨城県日立市会瀬町３-２６-１１

215 さくら薬局　日立店 茨城県日立市城南町２-１-６

216 さくら薬局　日立諏訪店 茨城県日立市諏訪町３-８-７

217 さくら薬局　日立駅前店 茨城県日立市幸町１-７-７　ニュークリニックス日立１０１号

218 グリーン薬局 茨城県日立市鮎川町１-２-２１

219 日本調剤　西成沢薬局 茨城県日立市西成沢町２-２-１-１

220 東金沢薬局 茨城県日立市東金沢町５-６-１６

221 ぱんだ薬局 茨城県日立市本宮町２-７-２

222 土浦市 さくら薬局　土浦駅西口店 茨城県土浦市大和町９-２　ウララ２ビル２Ｆ

223 日本調剤　土浦薬局 茨城県土浦市おおつ野５-１-１６

224 古河市 スギ薬局　古河あかやまジョイ店 茨城県古河市雷電町１-１８　あかやまＪＯＹ　１Ｆ

225 日本調剤　古河西薬局 茨城県古河市鴻巣字茶屋下１５６２-１

226 日本調剤　古河薬局 茨城県古河市大堤２９１

227 スギ薬局　古河大堤店 (R03.02請求から) 茨城県古河市大堤１４８-１　ヤオコー古河大堤店内

228 日本調剤　古河公園薬局 茨城県古河市駒ケ崎３-１３

229 さくら薬局　古河店 茨城県古河市東牛谷５２０-４

230 さくら薬局　猿島店 茨城県古河市大堤字鹿養３０７の一部

231 さくら薬局　古河下大野店 茨城県古河市下大野２９２５-３

232 結城市 ひまわり調剤薬局 茨城県結城市結城１０７４２-１５

233 さくら薬局　結城店 茨城県結城市結城２９８７-１

234 龍ケ崎市 さくら薬局　龍ケ崎寺後店 茨城県龍ケ崎市寺後３５８９

235 さくら薬局　龍ケ崎馴馬店 茨城県龍ケ崎市馴馬町中曽根２９８０-８

236 さくら薬局　佐貫駅前店 茨城県龍ケ崎市佐貫３-５-５

237 下妻市 さくら薬局　しもつま店 茨城県下妻市大串１２０-１５

238 日本調剤　下妻薬局 茨城県下妻市長塚２８-２

239 常総市 さくら薬局　水海道森下店 茨城県常総市水海道森下町４４２９

240 高萩市 さくら薬局　高萩店 茨城県高萩市大字上手綱字上ヶ穂町１００６-１６

241 笠間市 フローラ薬局　友部店 茨城県笠間市鯉淵６６７９-１２

242 取手市 日本調剤　取手薬局 茨城県取手市井野台５-２-２８

243 日本調剤　新取手薬局 茨城県取手市井野１１９５-３

244 さくら薬局　取手東店 茨城県取手市東４-３-１

245 さくら薬局　取手谷中店 茨城県取手市谷中３４-１２

246 牛久市 日本調剤　牛久南薬局 茨城県牛久市南１-６-４２

247 つくば市 日本調剤　つくば西大通り薬局 茨城県つくば市要字西原１０６９-５

248 日本調剤　つくば西大通り東薬局 茨城県つくば市要字前田６-２

249 学園調剤薬局 茨城県つくば市榎戸５０９-４０

250 学園中央薬局　作岡店 茨城県つくば市作谷１１１５-４
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251 学園中央薬局　西大橋店 茨城県つくば市西大橋１７４-１

252 学園中央薬局　つくば駅前店 茨城県つくば市吾妻２-８-８　つくばシティアビル１Ｆ

253 学園中央薬局　松野木店 茨城県つくば市松野木１５２-１５

254 さくら薬局　つくば店 茨城県つくば市佐１００６-３

255 スギ薬局　つくば店 茨城県つくば市小野崎字千駄苅２７８-１　ＬＡＬＡガーデンつくば内

256 ひたちなか市 大成堂薬局　中根店 茨城県ひたちなか市中根５１３８-３

257 大成堂薬局　さわ店 茨城県ひたちなか市高場５-４-２３

258 アイン薬局　かつた店 茨城県ひたちなか市石川町１-１　ＭＥＧＡドン・キホーテ１Ｆ

259 アイン薬局　ひたちなか店 茨城県ひたちなか市津田２８２４-１

260 さくら薬局　那珂湊店 茨城県ひたちなか市八幡町９-１

261 さくら薬局　ひたちなか店 茨城県ひたちなか市石川町２８-１０

262 ファースト薬局　高場店 茨城県ひたちなか市高場字障子ハタ１１８０-７

263 モン調剤薬局 茨城県ひたちなか市東石川３-２８-１０

264 みどり薬局 茨城県ひたちなか市大成町３１-３０

265 鹿嶋市 ファーコス薬局　プラス (R03.02請求まで) 茨城県鹿嶋市平井１３４５-７

266 ひがしやま薬局 (R03.02請求まで) 茨城県鹿嶋市宮中１９９５-６８

267 さくら薬局　三笠山店 茨城県鹿嶋市宮中２０６２-９

268 守谷市 けやき台調剤薬局 茨城県守谷市けやき台２-１１-６

269 坂東市 さくら薬局　坂東岩井店 茨城県坂東市岩井４５９７-１

270 神栖市 さくら薬局　知手店 茨城県神栖市知手中央１-１５-３６

271 行方市 さくら薬局　行方麻生店 茨城県行方市麻生１１６４-４

272 日本調剤　なめがた薬局 茨城県行方市小幡１１０１-４０

273 さくら薬局　行方玉造店 茨城県行方市若海７９３-７

274 つくばみらい市 ひよこ調剤薬局 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘１-７-４

275 さくら薬局　つくばみらい店 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘１-１７-４

276 那珂郡東海村 ノース薬局 茨城県那珂郡東海村白方１７０７-８３

277 イースト薬局 茨城県那珂郡東海村舟石川９５

278 さつき薬局　東海店 茨城県那珂郡東海村大字村松字中丸崎２０８３-７

279 アイン薬局　舟石川店 茨城県那珂郡東海村舟石川６８９-６

280 稲敷郡美浦村 さくら薬局　美浦店 茨城県稲敷郡美浦村大谷１６３８-１

281 結城郡八千代町 さくら薬局　八千代菅谷店 茨城県結城郡八千代町菅谷１１７０-１

282 猿島郡境町 さくら薬局　境西南店 茨城県猿島郡境町大字長井戸字殿山１６４６-５２

283 さくら薬局　境町店 茨城県猿島郡境町長井戸２４２-２

284 栃木県 宇都宮市 ファーコス薬局　ありす 栃木県宇都宮市上野町７００２-４

285 イエロー・グリーン薬局　えそしま店 栃木県宇都宮市江曽島２-９-１９

286 エムハート薬局　かいどう店 栃木県宇都宮市海道町１５３-９

287 セサミ薬局　泉町店 栃木県宇都宮市泉町１-２６

288 セサミ薬局　山本店 栃木県宇都宮市山本３-９-７

289 セサミ薬局　馬場通り店 栃木県宇都宮市馬場通り１-１-６

290 セサミ薬局　大通り店 栃木県宇都宮市大通り４-３-８

291 エムハート薬局　みね店 栃木県宇都宮市峰１-２９-１９

292 ファーコス薬局　くじら 栃木県宇都宮市松原２-７-２５

293 カワチ薬局　戸祭店 栃木県宇都宮市上戸祭２-１-１２

294 カワチ薬局　大曽店 栃木県宇都宮市大曽３-４-５

295 カワチ薬局　三の沢店 栃木県宇都宮市鶴田町１７４４-２９

296 カワチ薬局　若松原店 栃木県宇都宮市北若松原１-１７-１７

297 カワチ薬局　西川田店 栃木県宇都宮市西川田町８３１-１

298 カワチ薬局　上三川インター店 栃木県宇都宮市インターパーク６-５-４

299 日本調剤　宇都宮薬局 栃木県宇都宮市竹林町９６７-３

300 エムハート薬局　みなみ店 栃木県宇都宮市八千代１-２-１２
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301 エムハート薬局　つるた店 栃木県宇都宮市鶴田２-６-８

302 ピノキオ薬局　駅東店 栃木県宇都宮市元今泉７-１９-１　クリニックステーションビル１Ｆ

303 のぞみ薬局 栃木県宇都宮市平松本町１１３８-１０

304 ピノキオファーマシーズ　桜店 栃木県宇都宮市桜２-５-４０

305 ピノキオ薬局　プラザ店 栃木県宇都宮市竹林町９７３-３

306 東邦薬局　宇都宮野沢店 栃木県宇都宮市野沢町４５-１

307 さくら薬局　宇都宮店 栃木県宇都宮市末広１-２-１７

308 さくら薬局　鶴田店 栃木県宇都宮市鶴田１-１８-１２

309 さくら薬局　豊郷台店 栃木県宇都宮市豊郷台２-２２-１

310 足利市 鹿島中央薬局 栃木県足利市鹿島町５００-３

311 ファーコス薬局　アイシー 栃木県足利市大前町１２７７-３

312 ファーコス薬局　さとやば 栃木県足利市里矢場町１９８８-６

313 ファーコス薬局　おりひめ 栃木県足利市五十部町２８４-１３

314 ファーコス薬局　こばと 栃木県足利市八幡町１-７-２

315 ファーコス薬局　しらゆり 栃木県足利市葉鹿町１-１０-３

316 日本調剤　足利日赤前薬局 栃木県足利市五十部町２８４-１３

317 日本調剤　足利薬局 栃木県足利市田中町９９-７

318 エムハート薬局　ほりごめ店 栃木県足利市堀込町２７６０-４

319 栃木市 ファーコス薬局　片柳 栃木県栃木市片柳町４-１０７３-３

320 日本調剤　しもつが薬局 栃木県栃木市大平町牛久４７１-１

321 さくら薬局　栃木日ノ出店 栃木県栃木市日ノ出町６-６

322 エムハート薬局　いわふね店 栃木県栃木市岩舟町静５１３４-７

323 佐野市 エムハート薬局　朱雀店 栃木県佐野市堀米町３９４７-１４

324 ファーコス薬局　かもめ 栃木県佐野市植下町２４７０-１

325 ファーコス薬局　ひまわり 栃木県佐野市相生町２７-１

326 日本調剤　佐野薬局 栃木県佐野市堀米町１６６４

327 小山市 あおば薬局 栃木県小山市花垣町１-４-４０

328 カワチ薬局　東城南店 栃木県小山市東城南１-３３-１

329 真岡市 エムハート薬局　もおか店 栃木県真岡市下高間木１-１３-７

330 日本調剤　真岡薬局 栃木県真岡市中郷２８１

331 ココカラファイン薬局　芳賀日赤病院前店 栃木県真岡市中郷・萩田土地区画整理事業内１１街区１

332 大田原市 ファーコス薬局　くろばね 栃木県大田原市大豆田４５７-１

333 日本調剤　那須薬局 栃木県大田原市中田原１１４１-５

334 日本調剤　大田原薬局 栃木県大田原市中田原１２８７-２

335 矢板市 カワチ薬局　矢板南店 栃木県矢板市木幡１５６３-１

336 那須塩原市 カワチ薬局　大田原西店 栃木県那須塩原市緑１-８-４４

337 カワチ薬局　黒磯店 栃木県那須塩原市末広町６５-２

338 さくら市 カワチ薬局　さくら店 栃木県さくら市桜野４８６

339 さくら薬局　栃木氏家店 栃木県さくら市櫻野字五行１２９３-２３

340 さくら薬局　さくら卯の里店 栃木県さくら市卯の里４-５６-５

341 下野市 エムハート薬局　いしばし店 栃木県下野市石橋８３８-３

342 エムハート薬局　こがねい店 栃木県下野市小金井１-３４-７

343 カワチ薬局　自治医大店 栃木県下野市祇園１-８

344 さくら薬局　下野下古山店 栃木県下野市下古山８８-９

345 ピノキオ薬局　自治店 栃木県下野市祇園１-１３-２

346 ピノキオ薬局　南河内店 栃木県下野市薬師寺３１７１-３１

347 さくら薬局　自治医大前店 栃木県下野市医大前３-１２-１

348 さくら薬局　小金井店 栃木県下野市駅東６-１-３

349 下都賀郡壬生町 エムハート薬局　壬生おちあい店 栃木県下都賀郡壬生町落合２-１２-２

350 カワチ薬局　おもちゃのまち東店 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち３-１-３０
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351 さくら薬局　壬生店 栃木県下都賀郡壬生町通町７-１

352 塩谷郡高根沢町 ピノキオファーマシーズ　宝石台店 栃木県塩谷郡高根沢町宝石台２-５-２

353 那須郡那珂川町 エムハート薬局　なかがわ店 栃木県那須郡那珂川町小川２９６１-８

354 群馬県 前橋市 スギ薬局　前橋小島田店 群馬県前橋市小島田町１７８

355 スギ薬局　三俣店 群馬県前橋市三俣町２-１０-６

356 スギ薬局　朝日町店 群馬県前橋市朝日町２-１８-７

357 日本調剤　前橋薬局 群馬県前橋市上新田町５８６-１

358 エムハート薬局　はこだ店 群馬県前橋市箱田町３９３-９

359 さくら薬局　前橋駒形店 群馬県前橋市駒形町１５４２-１９

360 さくら薬局　前橋荒牧店 群馬県前橋市荒牧町２-６-２２

361 日本調剤　前橋日赤前薬局 群馬県前橋市朝倉町４２１-１

362 高崎市 スギ薬局　群馬町店 群馬県高崎市中泉町６０５-６

363 スギ薬局　上並榎店 群馬県高崎市上並榎町４６７

364 ファーコス薬局　あゆみ 群馬県高崎市八島町２２２　高崎ターミナルビル西口１Ｆ

365 にこにこ薬局　若松町店 群馬県高崎市若松町１４８-１　コンチェルトハイツ１Ｆ

366 エムハート薬局　高崎インター店 群馬県高崎市新保町１３７６-４

367 ファーコス薬局　けやき 群馬県高崎市飯塚町６９７-５

368 かしのき薬局 群馬県高崎市町屋町字前田６２７-５

369 スギ薬局　高崎飯塚店 群馬県高崎市飯塚町１１５０-５　ウニクス高崎内

370 桐生市 日本調剤　おりひめ薬局 群馬県桐生市織姫町５-４３

371 伊勢崎市 ファーコス薬局　南千木 群馬県伊勢崎市南千木町２６３７-２

372 ファーコス薬局　アクア 群馬県伊勢崎市連取町１５１３-１

373 ファーコス薬局　伊勢崎 群馬県伊勢崎市南千木町２５２２-１

374 あさひ薬局　国定店 群馬県伊勢崎市国定町２-２０１９-３

375 ファーコス薬局　アイキュー 群馬県伊勢崎市南千木町２５２９-４

376 メイプル薬局 群馬県伊勢崎市下触町７５７-５

377 太田市 ファーコス薬局　まちなか 群馬県太田市西本町５７-１７　大智ビル１Ｆ

378 さくら薬局　太田飯田店 群馬県太田市飯田町８０３

379 スギ薬局　太田八幡町店 群馬県太田市八幡町２９-１３　とりせん内

380 館林市 エムハート薬局　館林中央店 群馬県館林市西本町５-１

381 さくら薬局　館林店 群馬県館林市成島町２１６-１

382 渋川市 ファーコス薬局　アイビー 群馬県渋川市渋川１５９１-４

383 日本調剤　渋川薬局 群馬県渋川市白井４０７-４

384 安中市 ファーコス薬局　めだか 群馬県安中市下磯部１０１８-１

385 さくら薬局　安中原市店 群馬県安中市原市６２６-１

386 さくら薬局　安中下磯部店 群馬県安中市下磯部１００８-２

387 甘楽郡甘楽町 ふれあい相談薬局　白倉 群馬県甘楽郡甘楽町白倉６２７-１

388 吾妻郡東吾妻町 日本調剤　原町薬局 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町６４８

389 利根郡みなかみ町 さくら薬局　月夜野店 群馬県利根郡みなかみ町真庭３０４-１

390 埼玉県 さいたま市北区 スギ薬局　大宮本郷町店 埼玉県さいたま市北区本郷町１１１４

391 さくら薬局　さいたま東大成店 埼玉県さいたま市北区東大成町１-５４２

392 スギ薬局　大宮植竹店 埼玉県さいたま市北区植竹町１-３３６-１

393 ファーコス薬局　本郷 埼玉県さいたま市北区本郷町３７２-３

394 日本調剤　大宮中央薬局 埼玉県さいたま市北区東大成町１-３３３-３

395 さくら薬局　さいたま吉野店 埼玉県さいたま市北区吉野町１-３４７-１４

396 パル薬局　奈良町店 埼玉県さいたま市北区奈良町１２４-１

397 さくら薬局　さいたま宮原店 埼玉県さいたま市北区宮原町４-１２３-１２

398 日本調剤　ステラタウン薬局 埼玉県さいたま市北区宮原町１-８５４-１　ステラタウン薬局棟Ｙ２０１

399 さくら薬局　今羽店 埼玉県さいたま市北区今羽町３７-１２

400 スギ薬局　日進店 埼玉県さいたま市北区日進町２-１９１６-８　ヨークマート日進店２Ｆ
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401 さいたま市大宮区 スギ薬局　大宮三橋店 埼玉県さいたま市大宮区三橋２-９３３-１

402 日本調剤　大宮薬局 埼玉県さいたま市大宮区天沼町１-４２６-１

403 日本調剤　大宮東口薬局 埼玉県さいたま市大宮区大門町２-１０８-５　第一永峰ビル１Ｆ

404 北袋薬局 埼玉県さいたま市大宮区北袋町２-４００-２

405 さくら薬局　大宮堀の内店 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町１-２１４-３

406 さいたま市見沼区 スギ薬局　東大宮店 埼玉県さいたま市見沼区東大宮５-４４-２　サンピア東大宮２Ｆ

407 さいたま調剤センター薬局 埼玉県さいたま市見沼区大字中川字八幡１０３７-１

408 大和田鈴薬局 埼玉県さいたま市見沼区大和田町１-９３７-１

409 さくら薬局　東大宮店 埼玉県さいたま市見沼区東大宮２-２４-２

410 さくら薬局　大宮中川店 埼玉県さいたま市見沼区大字中川７４９-１

411 スギ薬局　大宮堀崎店 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町５４８-１

412 さいたま市中央区 ファーコス薬局　大宮 埼玉県さいたま市中央区円阿弥７-１２-８

413 さいたま市浦和区 ファーコス薬局　せがさき 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎３-９-８

414 スギ薬局　浦和神明店 埼玉県さいたま市浦和区神明２-１３-１３　１Ｆ

415 ファーコス薬局　スミレ浦和 埼玉県さいたま市浦和区高砂２-１１-６

416 日本調剤　北浦和東口薬局 埼玉県さいたま市浦和区元町２-８-１３

417 日本調剤　浦和仲町薬局 埼玉県さいたま市浦和区仲町１-２-１１

418 日本調剤　浦和中央薬局 埼玉県さいたま市浦和区仲町１-６-６

419 スギ薬局　浦和上木崎店 埼玉県さいたま市浦和区上木崎４-９-１５　ヤオコー浦和上木崎店２Ｆ

420 スギ薬局　浦和元町店 埼玉県さいたま市浦和区元町２-２３-２７

421 ココカラファイン薬局　北浦和店 埼玉県さいたま市浦和区北浦和４-９-１　ネスト北浦和１Ｆ

422 スギ薬局　浦和駅東口店 埼玉県さいたま市浦和区東仲町１１-５　ガーデンビル１Ｆ

423 さいたま市南区 スギ薬局　浦和店 埼玉県さいたま市南区曲本５-５-９

424 さくら薬局　さいたま曲本店 埼玉県さいたま市南区曲本３-６-２

425 クラフト薬局　南浦和店 埼玉県さいたま市南区南浦和２-３１-１９

426 日本調剤　南浦和薬局 埼玉県さいたま市南区南浦和２-４２-１５

427 デイリーケアセイジョー薬局　南浦和西口店 埼玉県さいたま市南区文蔵２-２-１

428 さいたま市緑区 パル薬局　東浦和店 埼玉県さいたま市緑区東浦和１-２１-１１

429 パル薬局　芝原店 埼玉県さいたま市緑区芝原２-２-６

430 さくら薬局　浦和代山店 埼玉県さいたま市緑区大字代山１２８-１

431 さいたま市岩槻区 スギ薬局　岩槻店 埼玉県さいたま市岩槻区上野２-８-７

432 さくら薬局　鹿室店 埼玉県さいたま市岩槻区鹿室字新開９７２-２

433 スギ薬局　岩槻西町店 埼玉県さいたま市岩槻区西町２-５-１　ヤオコー岩槻西町店内１Ｆ

434 スギ薬局　岩槻駅東口店 埼玉県さいたま市岩槻区本町３-２-５　岩槻ＷＡＴＳＵ東館１Ｆ

435 川越市 さくら薬局　川越並木店 埼玉県川越市大字並木２４６-１　リヴォーレ中田１Ｆ　２号

436 日本調剤　川越薬局 埼玉県川越市大字鴨田１２９１-３

437 パル薬局　新河岸店 埼玉県川越市大字砂新田８０-２

438 スギ薬局　川越山田店 埼玉県川越市大字山田２０４２-１　ヤオコー川越山田店内

439 スギ薬局　川越南古谷店 埼玉県川越市泉町４-３　ウニクス南古谷店ヤオコー棟内

440 さくら薬局　川越新富町店 埼玉県川越市新富町２-１９-４　平和ビル１Ｆ

441 スギ薬局　川越鴨田店 埼玉県川越市大字鴨田字大町１２５１-１

442 スギ薬局　ウニクス川越店 埼玉県川越市新宿町１-１７-１　ウニクス川越店１Ｆ

443 熊谷市 スギ薬局　熊谷箱田店 埼玉県熊谷市箱田１-１４-１　ヤオコー熊谷箱田店２Ｆ

444 さくら薬局　熊谷箱田店 埼玉県熊谷市箱田１-４-８

445 川口市 さくら薬局　川口柳崎店 埼玉県川口市柳崎４-２８-３１

446 スギ薬局　川口末広店 埼玉県川口市末広１-１６-４３

447 日本調剤　東川口戸塚薬局 埼玉県川口市東川口３-１-１５

448 スギ薬局　川口新郷店 埼玉県川口市榛松１-１１-２８

449 ファーコス薬局　みずき 埼玉県川口市西川口２-２-１０　サンフローラ西川口１Ｆ　１０１

450 ファーコス薬局　スミレ川口 埼玉県川口市新井町１４-１８
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直接審査支払　合意薬局リスト（県別、市区郡別） 令和2年12月15日更新分

No. 県名 市区郡 名称 所在地

451 パル薬局　川口店 埼玉県川口市中青木３-９-１-１０２

452 スギ薬局　川口差間店 (R03.02請求から) 埼玉県川口市差間３-３８-１

453 日本調剤　川口東薬局 埼玉県川口市西新井宿３０５-４

454 平成薬局 埼玉県川口市東川口４-１９-３

455 マンモス薬局 埼玉県川口市末広３-４-２４

456 さくら薬局　蕨駅前店 埼玉県川口市芝新町４-７　明和ビル１Ｆ

457 クラフト薬局　川口元郷店 埼玉県川口市栄町１-１６-１１

458 スギ薬局　上青木店 埼玉県川口市上青木西１-１９-９

459 スギ薬局　川口元郷店 埼玉県川口市元郷５-１１-１３

460 ココカラファイン薬局　川口店 埼玉県川口市川口１-１-１　キュポ・ラ本館棟２Ｆ

461 スギ薬局　中青木店 埼玉県川口市中青木２-９-８

462 行田市 スギ薬局　行田門井店 埼玉県行田市門井町２-３-１５

463 さくら薬局　行田店 埼玉県行田市大字北河原５２-２

464 所沢市 スギ薬局　新所沢店 埼玉県所沢市北所沢町２０５８-１

465 ファーコス薬局　東狭山ヶ丘 埼玉県所沢市東東狭山ケ丘６-７４７-１８

466 ファーコス薬局　くすのき台 埼玉県所沢市くすのき台１-１２-２０　第６西村ビル１Ｆ

467 ファーコス薬局　北有楽町 埼玉県所沢市北有楽町２５-６

468 パル薬局　くすのき台店 埼玉県所沢市くすのき台２-６-１０

469 東住吉クローバ薬局 埼玉県所沢市東住吉２-４　１Ｆ

470 さくら薬局　所沢小手指店 埼玉県所沢市小手指町４-２-５

471 日本調剤　プロペ通り薬局 埼玉県所沢市日吉町１０-１８

472 所沢クローバ薬局 埼玉県所沢市東住吉９-３

473 さくら薬局　所沢松葉町店 埼玉県所沢市松葉町２４-９　拓殖ビル１Ｆ

474 さくら薬局　所沢星の宮店 埼玉県所沢市星の宮１-３-１

475 さくら薬局　所沢店 埼玉県所沢市東町１２-３８

476 さくら薬局　所沢東口店 埼玉県所沢市北秋津７５４

477 スギ薬局　所沢山口店 埼玉県所沢市小手指台２３-１

478 スギ薬局　東所沢駅前店 埼玉県所沢市東所沢和田２-１-１２

479 スギ薬局　所沢北原店 埼玉県所沢市北原町１４０４　ザ・マーケットプレイス所沢北原店内

480 さくら薬局　所沢若狭店 埼玉県所沢市若狭２-１６７４-１９

481 スギ薬局　所沢航空公園店 埼玉県所沢市並木３-１　第６号棟　第１０１号室

482 スギ薬局　所沢牛沼店 埼玉県所沢市大字牛沼２４５-３

483 デイリーケアセイジョー薬局　所沢中央店 埼玉県所沢市東所沢１-１４-７

484 セイジョー薬局　狭山ヶ丘店 埼玉県所沢市西狭山ヶ丘１-２４７４-２１

485 加須市 ファーコス薬局　みのり 埼玉県加須市南大桑１４９５-４

486 本庄市 スギ薬局　本庄東台店 埼玉県本庄市東台２-５-１８

487 東松山市 スギ薬局　東松山新宿町店 埼玉県東松山市新宿町１７-１　ヤオコー東松山新宿町店内

488 さくら薬局　東松山店 埼玉県東松山市大字松山１８２９-４

489 春日部市 さくら薬局　春日部藤塚店 埼玉県春日部市藤塚１２２３

490 日本調剤　春日部薬局 埼玉県春日部市緑町６-１１-５０

491 日本調剤　春日部中央薬局 埼玉県春日部市中央６-８-４

492 パル薬局　春日部中央店 埼玉県春日部市中央６-１-９

493 春日部クローバ薬局 埼玉県春日部市谷原新田２１２４-１

494 ヘルスドラッグ薬局 埼玉県春日部市中央１-８-７

495 クラフト薬局　春日部永沼店 埼玉県春日部市永沼２１５９-５

496 さくら薬局　春日部駅前店 埼玉県春日部市粕壁東１-１０-１８

497 さくら薬局　春日部店 埼玉県春日部市谷原新田１２００-８

498 さくら薬局　春日部六軒町店 埼玉県春日部市六軒町４４３

499 スギ薬局　ベルク春日部緑町店 埼玉県春日部市緑町３-１１-２４

500 狭山市 ケイワ薬局　狭山店 埼玉県狭山市中央１-１１-１０
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直接審査支払　合意薬局リスト（県別、市区郡別） 令和2年12月15日更新分

No. 県名 市区郡 名称 所在地

501 パル薬局　柏原店 埼玉県狭山市柏原３２７７-１６

502 クラフトさくら薬局　狭山店 埼玉県狭山市祇園１７-２６

503 さくら薬局　狭山中央店 埼玉県狭山市中央３-３-２１

504 スギ薬局　北入曽店 埼玉県狭山市大字北入曽７２０-１　ヤオコー北入曽店内

505 スギ薬局　狭山店 埼玉県狭山市広瀬東２-４１-１　ヤオコー狭山店２Ｆ

506 羽生市 ファーコス薬局　つばめ 埼玉県羽生市東７-７-９

507 日本調剤　羽生薬局 埼玉県羽生市下岩瀬５０８-３

508 鴻巣市 スギ薬局　フジモール吹上店 埼玉県鴻巣市袋９０-１　ＦＵＪＩ　ＭＡＬＬ吹上店１Ｆ

509 さくら薬局　鴻巣生出塚店 埼玉県鴻巣市生出塚１-２２-２

510 スギ薬局　鴻巣本町店 埼玉県鴻巣市本町３-１-１０　青木ハイツ１Ｆ

511 深谷市 スギ薬局　深谷上柴店 埼玉県深谷市上柴町西３-２２-５

512 上尾市 スギ薬局　北上尾店 埼玉県上尾市緑丘３-４-２７

513 さんくす薬局　原市店 (R03.02請求から) 埼玉県上尾市原市中３-１-８

514 さくら薬局　上尾小泉店 埼玉県上尾市小泉２-２４-２

515 西上尾薬局 埼玉県上尾市壱丁目４６１-１

516 向山薬局 埼玉県上尾市向山１-５９-７　日建シェトワ６

517 上尾クローバ薬局 埼玉県上尾市菅谷２６５-１

518 たんぽぽ薬局 埼玉県上尾市上１５６８-１

519 スギ薬局　上尾春日店 埼玉県上尾市春日１-３４-３０

520 スギ薬局　丸広上尾店 埼玉県上尾市宮本町１-１　丸広上尾店１Ｆ

521 草加市 スギ薬局　草加店 埼玉県草加市草加３-４-３

522 スギ薬局　ベルクスタウン草加谷塚店 埼玉県草加市谷塚上町２７１-１　ベルクスタウン草加谷塚内

523 日本調剤　松原団地薬局 埼玉県草加市栄町３-４-５

524 日本調剤　草加薬局 埼玉県草加市氷川町２１４９-４

525 越谷市 スギ薬局　越谷花田店 埼玉県越谷市花田２-２１-１

526 オレンジ薬局　相模町店 埼玉県越谷市相模町５-１８０-２

527 さくら薬局　越谷下間久里店 埼玉県越谷市下間久里７３８-３

528 鈴木薬局 埼玉県越谷市千間台西１-６７

529 東口薬局 埼玉県越谷市千間台東１-９-１２

530 クローバ薬局 埼玉県越谷市袋山２０４７-２

531 越谷クローバ薬局 埼玉県越谷市七左町１-３０７-３

532 蕨市 さくら薬局　蕨錦町店 埼玉県蕨市錦町５-３-２８

533 日本調剤　わらび薬局 埼玉県蕨市中央１-７-１

534 パル薬局　蕨店 埼玉県蕨市中央３-１５-２４

535 スギ薬局　蕨南店 埼玉県蕨市南町１-８-７

536 戸田市 戸田鈴薬局 埼玉県戸田市本町４-２-１９　１０２号室

537 さくら薬局　戸田新曽南店 埼玉県戸田市新曽南１-９-１５

538 さくら薬局　上戸田店 埼玉県戸田市上戸田１８-２　ベルシオンＴＡＫ　ＩＩ　１０１号

539 スギ薬局　戸田喜沢店 埼玉県戸田市喜沢１-２４-２４

540 入間市 スギ薬局　丸広入間店 埼玉県入間市豊岡１-６-１２　丸広百貨店入間店　Ｂ１Ｆ

541 ファーコス薬局　入間 埼玉県入間市野田４３５-１

542 パル薬局　黒須店 埼玉県入間市黒須２-２-１　１Ｆ

543 スギ薬局　入間駅前店 埼玉県入間市豊岡１-４-１０

544 朝霞市 パル薬局　溝沼店 埼玉県朝霞市溝沼１-５-１１

545 パル薬局　朝霞駅前店 埼玉県朝霞市本町２-４-２４

546 志木市 さくら薬局　柳瀬川駅前店 埼玉県志木市館２-６-１１

547 和光市 日本調剤　和光薬局 埼玉県和光市諏訪４-１０

548 スギ薬局　和光店 埼玉県和光市白子３-１７-３０

549 パル薬局　白子店 埼玉県和光市白子２-２１-１３

550 新座市 パル薬局　新座北野2号店 埼玉県新座市北野３-１８-１４
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直接審査支払　合意薬局リスト（県別、市区郡別） 令和2年12月15日更新分

No. 県名 市区郡 名称 所在地

551 パル薬局　新座店 埼玉県新座市新座１-１３-２

552 パル薬局　新座北野店 埼玉県新座市北野３-１８-１７

553 日本調剤　新座薬局 埼玉県新座市野火止５-１０-２２

554 桶川市 スギ薬局　フレスポ桶川店 埼玉県桶川市坂田西１-４-１

555 パル薬局　桶川店 埼玉県桶川市北１-２２-１０

556 桶川クローバ薬局 埼玉県桶川市西１-５-６

557 セイジョー薬局　桶川店 埼玉県桶川市若宮１-４-５２　埼北ＳＳビル

558 久喜市 クラージュ薬局 埼玉県久喜市下早見１１８５-５

559 あけぼの薬局　久喜店 埼玉県久喜市北青柳１３８２-２

560 あけぼの薬局　久喜２号店 埼玉県久喜市久喜中央２-６-２６

561 北本市 スギ薬局　北本南店 埼玉県北本市下石戸７-３７

562 さくら薬局　北本石戸宿店 埼玉県北本市石戸宿１-９３-５

563 八潮市 日本調剤　八潮薬局 埼玉県八潮市緑町３-２３-２

564 ココカラファイン薬局　八潮店 埼玉県八潮市大瀬１-４-３　Ｙビル１Ｆ

565 富士見市 龍生堂薬局　ふじみ野店 埼玉県富士見市ふじみ野西１-２０-２　第７マツモトビル１０１

566 パル薬局　鶴馬店 埼玉県富士見市鶴馬２-２０-３

567 パル薬局　中央公園店 埼玉県富士見市東みずほ台２-１６-１０

568 パル薬局 埼玉県富士見市東みずほ台１-５-２

569 パル薬局　鶴瀬店 埼玉県富士見市鶴瀬東２-１７-２９

570 パル薬局　鶴瀬東口店 埼玉県富士見市鶴瀬東１-８-８

571 日本調剤　ふじみ野薬局 埼玉県富士見市ふじみ野西１-１-１　アイムプラザ３Ｆ

572 パル薬局　鶴瀬西店 埼玉県富士見市鶴瀬西２-４-１４

573 パル薬局　西みずほ台店 埼玉県富士見市西みずほ台２-１０-３

574 パル薬局　恵愛病院前店 埼玉県富士見市針ヶ谷１８４-１

575 三郷市 セガミ薬局　三郷店 埼玉県三郷市早稲田２-１９-２　栄光ビル１Ｆ

576 蓮田市 スギ薬局　蓮田山ノ内店 埼玉県蓮田市山ノ内７-１

577 薬局オリーブファーマシー 埼玉県蓮田市東５-２-９

578 坂戸市 スギ薬局　坂戸千代田店 埼玉県坂戸市千代田２-６-７０　ヤオコー坂戸千代田店１Ｆ

579 幸手市 エムハート薬局　幸手南店 埼玉県幸手市南２-６-１１

580 さくら薬局　幸手中店 埼玉県幸手市中５-２-３

581 鶴ヶ島市 スギ薬局　ワカバウォーク店 埼玉県鶴ヶ島市富士見１-２-１　ヤオコーワカバウォーク店北館１Ｆ

582 ふじみ野市 ファーコス薬局　ふじみ野 埼玉県ふじみ野市市沢２-８-１７

583 パル薬局　清見店 埼玉県ふじみ野市清見３-１-６

584 パル薬局　上福岡店 (R03.02請求から) 埼玉県ふじみ野市上福岡１-７-６

585 スギ薬局　駒林店 埼玉県ふじみ野市駒林元町３-８-２０

586 白岡市 スギ薬局　新白岡店 埼玉県白岡市新白岡３-４０-１

587 北足立郡伊奈町 伊奈オリーブ薬局 埼玉県北足立郡伊奈町栄３-１５-４

588 伊奈中央薬局 埼玉県北足立郡伊奈町小室１００５１-１

589 スギ薬局　伊奈店 埼玉県北足立郡伊奈町学園２-１８８-１　ウニクス伊奈店内

590 入間郡三芳町 パル薬局　三芳町店 埼玉県入間郡三芳町みよし台１１-１２

591 スギ薬局　藤久保店 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保８５５-４０３　アクロスプラザ三芳店内

592 入間郡毛呂山町 日本調剤　毛呂薬局 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷４０-１

593 日本調剤　埼玉日高薬局 埼玉県入間郡毛呂山町葛貫１０７８-１

594 比企郡滑川町 つきのわクローバ薬局 埼玉県比企郡滑川町月の輪１-４-１

595 比企郡嵐山町 パル薬局　嵐山店 埼玉県比企郡嵐山町菅谷５１３-１

596 比企郡小川町 市川薬局 (R03.03請求から) 埼玉県比企郡小川町小川４９７-１１

597 おがわまち薬局　日赤前店 埼玉県比企郡小川町小川１５２０-４

598 おがわまち薬局 埼玉県比企郡小川町大字大塚３２-８

599 児玉郡神川町 さくら薬局　神川店 埼玉県児玉郡神川町新里３７４-５

600 児玉郡上里町 ファーコス薬局　むさし上里 埼玉県児玉郡上里町金久保５３-２７
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直接審査支払　合意薬局リスト（県別、市区郡別） 令和2年12月15日更新分

No. 県名 市区郡 名称 所在地

601 スギ薬局　上里店 埼玉県児玉郡上里町大字七本木２２７２-１　ウニクス上里内

602 北葛飾郡杉戸町 杉戸中央薬局 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸２-１６-１５

603 ヘルスファーマシー薬局　杉戸高野台店 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西２-１-１２

604 千葉県 千葉市中央区 さくら薬局　東千葉店 千葉県千葉市中央区院内１-８-１２　ＬＡＰＵＴＡ　１Ｆ

605 スギ薬局　千葉駅西口店 千葉県千葉市中央区新千葉１-４-３　ＷＥＳＴＲＩＯ千葉フコク生命ビル１Ｆ

606 日本調剤　青葉薬局 千葉県千葉市中央区青葉町９５５-２３

607 スギ薬局　千葉都町店 千葉県千葉市中央区都町１-１１-９

608 日本調剤　千葉駅前薬局 千葉県千葉市中央区新町１-１９　アイ・エス・ワイ国際ビル１Ｆ

609 のぞみ薬局　本千葉店 (R03.03請求から) 千葉県千葉市中央区長洲１-２３-１　エスカイア本千葉第２ビル１０２

610 日本調剤　椿森薬局 千葉県千葉市中央区椿森４-４-４

611 千葉市花見川区 ファーコス薬局　もみの木 千葉県千葉市花見川区幕張本郷７-２２-１０

612 さくら薬局　宮野木店 千葉県千葉市花見川区宮野木台２-５-３３　ミキ医療モール１Ｆ

613 さくら薬局　花園店 千葉県千葉市花見川区花園１-９-１９

614 千葉市稲毛区 スギ薬局　作草部店 千葉県千葉市稲毛区作草部町５９２-２　１Ｆ

615 ココカラファイン薬局　稲毛店 千葉県千葉市稲毛区小仲台２-３-１２　こみなと稲毛ビル１Ｆ

616 千葉市若葉区 さくら薬局　千葉小倉町店 千葉県千葉市若葉区小倉町８５８-３

617 さくら薬局　千葉小倉台店 千葉県千葉市若葉区小倉町８６９-１

618 千葉市緑区 ファーコス薬局　あすみが丘 千葉県千葉市緑区あすみが丘東４-１-２

619 しんせい薬局 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央６-１４-７

620 はるのみち薬局 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央１-２３-１７

621 おゆみ野みどりヶ丘薬局 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央４-２６-７

622 さくら薬局　鎌取店 千葉県千葉市緑区辺田町５９３-２１

623 千葉市美浜区 日本調剤　ベイタウン薬局 千葉県千葉市美浜区打瀬３-４　パティオス２０番街

624 市川市 スギ薬局　行徳店 千葉県市川市行徳駅前１-３-８　タウンコート丸義１Ｆ

625 さくら薬局　市川駅北口店 千葉県市川市市川１-４-１０　市川ビル９Ｆ

626 日本調剤　市川南口薬局 千葉県市川市市川南１-１-１Ｂ２０３

627 さくら薬局　市川押切店 千葉県市川市押切１９-７

628 日本調剤　本八幡北口薬局 千葉県市川市八幡２-１５-１５　本八幡駅北口ビル１Ｆ

629 日本調剤　本八幡南口薬局 千葉県市川市南八幡４-９-５

630 さくら薬局　市川曽谷店 千葉県市川市曽谷７-３-１６

631 日本調剤　ワールド薬局 千葉県市川市菅野４-１７-１１

632 さくら薬局　菅野店 千葉県市川市菅野４-１７-１２　ラ・メール岡野１Ｆ

633 さくら薬局　市川店 千葉県市川市市川２-２８-１５

634 さくら薬局　市川駅前店 千葉県市川市市川１-１２-７　竹之内マンション１Ｆ

635 さくら薬局　市川八幡店 千葉県市川市八幡１-１５-１２

636 船橋市 スギ薬局　船橋本町店 千葉県船橋市本町２-１-３０　船橋１０４号ビル１Ｆ

637 スギ薬局　津田沼駅北店 千葉県船橋市前原西２-３８-１０

638 スギ薬局　船橋藤原店 千葉県船橋市藤原１-３-３０

639 スギ薬局　船橋駅南店 千葉県船橋市本町４-４１-２５　ステージ船橋１Ｆ

640 ファーコス薬局　船橋 千葉県船橋市飯山満町２-６２７

641 さくら薬局　船橋金堀町店 千葉県船橋市金堀町５２２-３

642 ファーコス薬局　夏見 千葉県船橋市夏見２-１５-１０　ツカサハイツ１０１号

643 さくら薬局　滝不動駅前店 千葉県船橋市南三咲１-２２-１６

644 さくら薬局　船橋習志野台店 千葉県船橋市習志野台１-２-２

645 さくら薬局　船橋市場店 千葉県船橋市市場４-６-１６

646 スギ薬局　津田沼店 千葉県船橋市前原東２-２３-１

647 さくら薬局　西船橋北口店 千葉県船橋市印内町４９６-１

648 さくら薬局　西船橋南口店 千葉県船橋市葛飾町２-３４１-３　サミットビル１Ｆ

649 さくら薬局　船橋海神店 千葉県船橋市海神６-１１-１７

650 さくら薬局　船橋金杉店 千葉県船橋市金杉１-２０-２５
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直接審査支払　合意薬局リスト（県別、市区郡別） 令和2年12月15日更新分

No. 県名 市区郡 名称 所在地

651 さくら薬局　船橋本町店 千葉県船橋市本町１-９-９-２０２

652 スギ薬局　西船橋駅前店 千葉県船橋市葛飾町２-３５１

653 日本調剤　西船橋薬局 千葉県船橋市葛飾町２-３３５-１　アルマース弐番館１Ｆ

654 館山市 さくら薬局　館山長須賀店 千葉県館山市長須賀１９５

655 さくら薬局　館山店 千葉県館山市国分９１１-１

656 木更津市 日本調剤　すごう薬局 千葉県木更津市菅生７３４-２

657 アクア薬局 (R03.03請求から) 千葉県木更津市万石１４３-１

658 松戸市 ファーコス薬局　常盤平 (R03.02請求まで) 千葉県松戸市常盤平６-１-１５

659 ファーコス薬局　しいの木 千葉県松戸市常盤平１-１１-９　グランメール常盤平１Ｆ

660 ファーコス薬局　銀杏 千葉県松戸市小金きよしヶ丘２-８-１３

661 ファーコス薬局　下矢切 千葉県松戸市下矢切７０-１

662 ファーコス薬局　さくらの木 千葉県松戸市常盤平５-８-１２

663 ファーコス薬局　にしくぼ 千葉県松戸市常盤平西窪町１３-２

664 ファーコス薬局　しいの木西 千葉県松戸市金ケ作８８-６

665 ファーコス薬局　小金原 千葉県松戸市小金原６-５-２０

666 ココカラファイン薬局　松飛台店 千葉県松戸市串崎南町２６

667 ファイン薬局　松戸店 千葉県松戸市小山１８８-１

668 さくら薬局　松戸小金原店 千葉県松戸市小金原７-１８-３０

669 さくら薬局　松戸駅前店 千葉県松戸市松戸１１７８

670 ココカラファイン薬局　松戸店 千葉県松戸市松戸１１３９-２　ライオンズステーションタワー松戸１Ｆ

671 日本調剤　新松戸薬局 千葉県松戸市新松戸１-４０７　岡本ビル１Ｆ

672 野田市 スギ薬局　野田下町店 千葉県野田市野田４９-３０

673 さくら薬局　野田店 千葉県野田市横内字谷向１２７-１８

674 さくら薬局　野田横内店 千葉県野田市横内３５-１

675 さくら薬局　関宿店 千葉県野田市中戸７-３

676 うめさと薬局 千葉県野田市二ツ塚１３９-１２１

677 スギ薬局　野田七光台店 千葉県野田市光葉町１-６　ベルクスステーションモール七光台１Ｆ

678 スギ薬局　野田愛宕店 千葉県野田市野田８３６

679 茂原市 さくら薬局　茂原店 千葉県茂原市高師１０１２

680 成田市 ファーコス薬局　成田 千葉県成田市猿山１０２８-５

681 さくら薬局　成田店 千葉県成田市飯田町１-９４

682 さくら薬局　新山店 千葉県成田市加良部５-５-３-１

683 佐倉市 日本調剤　ユーカリ薬局 千葉県佐倉市ユーカリが丘４-１-１　ウエストタワー２Ｆ

684 日本調剤　下志津薬局 千葉県佐倉市下志津５９６-１-１

685 日本調剤　そめい野薬局 千葉県佐倉市染井野５-２９-３

686 日本調剤　志津薬局 千葉県佐倉市上志津１６６３-８

687 さくら薬局　下志津店 千葉県佐倉市下志津字大口７８０-２

688 さくら薬局　佐倉王子台店 千葉県佐倉市王子台３-６-１４

689 さくら薬局　佐倉南ユーカリが丘店 千葉県佐倉市南ユーカリが丘１-１　スカイプラザ・ステーションタワー１Ｆ

690 東金市 ファーコス薬局　こぐま (R03.02請求まで) 千葉県東金市堀上字下大割１４５３

691 ファーコス薬局　まきのき 千葉県東金市家徳１２４-５

692 さくら薬局　東金南上宿店 千葉県東金市南上宿４１-１５

693 旭市 日本調剤　旭薬局 千葉県旭市イ１４６９

694 日本調剤　旭病院前薬局 千葉県旭市イ１４１９-１

695 毎日薬局　旭店 千葉県旭市イ４６４０

696 毎日薬局　海上店 千葉県旭市後草３２８６-１

697 毎日薬局　旭田町店 千葉県旭市ロ１５３６-１１

698 毎日薬局　干潟店 千葉県旭市秋田１７４８

699 習志野市 日本調剤　谷津薬局 千葉県習志野市谷津４-６-１９

700 さくら薬局　藤崎店 千葉県習志野市藤崎６-１６-３
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No. 県名 市区郡 名称 所在地

701 さくら薬局　津田沼駅前店 千葉県習志野市津田沼１-２-９　第２織戸ビル１Ｆ

702 柏市 日本調剤　柏の葉公園薬局 千葉県柏市柏の葉５-４-１８

703 ファーコス薬局　柏わかば 千葉県柏市若葉町１１-１２　やまとマンション１Ｆ

704 ファーコス薬局　イルカ 千葉県柏市柏４-６-２５　ＹＫビル１Ｆ

705 日本調剤　旭町薬局 千葉県柏市旭町１-４-１１

706 日本調剤　柏中央薬局 千葉県柏市明原１-１１-１２

707 スギ薬局　北柏店 千葉県柏市松葉町４-５　マルエツ北柏店２Ｆ

708 ファーコス薬局　柏みなみ 千葉県柏市高柳新田１７-１１４

709 さくら薬局　柏大津ケ丘店 千葉県柏市大津ケ丘４-２８-２

710 日本調剤　柏の葉薬局 千葉県柏市若柴２２７-６　柏の葉キャンパス１４７街区Ｅ-１

711 かしわ鈴薬局 千葉県柏市明原３-３-１２

712 さくら薬局　新柏店 千葉県柏市新柏１-１８１０-３

713 さくら薬局　柏下店 千葉県柏市柏下字東１５５

714 スギ薬局　柏豊四季店 千葉県柏市豊四季２２７-１

715 市原市 東邦薬局　市原鶴舞店 千葉県市原市鶴舞５９０-１０

716 東邦薬局　海保店 千葉県市原市海保１１７-４

717 さくら薬局　菊間店 千葉県市原市菊間１１３６-１０

718 八千代市 ファーコス薬局　なしのき 千葉県八千代市島田台字島田道８５８-５

719 むらかみ南薬局 千葉県八千代市村上南５-５-１８

720 スギ薬局　八千代中央店 千葉県八千代市ゆりのき台３-５-３

721 日本調剤　八千代薬局 千葉県八千代市大和田新田５０１-２

722 鈴薬局　八千代台店 千葉県八千代市八千代台北１-７-６　八千代台ＭＫビル１Ｆ

723 我孫子市 日本調剤　我孫子薬局 千葉県我孫子市我孫子１８４３-３

724 柴崎薬局 千葉県我孫子市柴崎１２９９-１４

725 さくら薬局　新木店 千葉県我孫子市布佐８３４-１７９

726 さくら薬局　我孫子店 千葉県我孫子市我孫子１８６１

727 さくら薬局　我孫子駅前店 千葉県我孫子市本町２-４-１５　弥生ビル１Ｆ

728 鴨川市 鴨川鈴薬局 千葉県鴨川市広場１３３４-９

729 鎌ケ谷市 さくら薬局　鎌ケ谷西道野辺店 千葉県鎌ケ谷市西道野辺６-１

730 山口薬局 千葉県鎌ケ谷市初富８４８-１０６

731 さくら薬局　鎌ヶ谷店 千葉県鎌ケ谷市南初富６-５-１５

732 君津市 ファーコス薬局　こいと 千葉県君津市中島２６７

733 浦安市 日本調剤　新浦安薬局 千葉県浦安市入船１-４-１　イオン新浦安店７Ｆ

734 さくら薬局　新浦安店 千葉県浦安市今川１-１-３３

735 日本調剤　浦安薬局 千葉県浦安市当代島１-４-１　第一西脇ビル１Ｆ

736 さくら薬局　浦安当代島店 千葉県浦安市当代島１-３-３０　ビッグウェスト浦安１０２

737 日本調剤　浦安中央薬局 千葉県浦安市今川１-１-５５

738 さくら薬局　浦安店 千葉県浦安市今川１-１３-１

739 さくら薬局　浦安駅前店 千葉県浦安市北栄１-１６-１３　信栄ビル１Ｆ

740 ココカラファイン薬局　新浦安店 千葉県浦安市入船１-５-１　新浦安ＭＯＮＡＳＣ　２０１号

741 八街市 さくら薬局　八街店 千葉県八街市八街ほ８２３-６

742 白井市 さくら薬局　白井店 千葉県白井市根４７９-３５

743 匝瑳市 毎日薬局　東店 千葉県匝瑳市八日市場ハ７９１-１１

744 八日市場中央薬局 千葉県匝瑳市八日市場イ１４６６-１

745 毎日薬局　飯倉店 千葉県匝瑳市飯倉３-２

746 香取市 さくら薬局　香取牧野店 千葉県香取市牧野２０６７

747 さくら薬局　香取北店 千葉県香取市北１-１０-５

748 毎日薬局　香取谷中店 千葉県香取市谷中９５４

749 さくら薬局　小見川店 千葉県香取市南原地新田４２６-５

750 山武市 毎日薬局　蓮沼店 千葉県山武市蓮沼イ２２４３-３
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751 いすみ市 日本調剤　国吉薬局 千葉県いすみ市苅谷１２６５-３

752 大網白里市 さくら薬局　大網白里店 千葉県大網白里市富田８８３-１

753 セガミ薬局　大網店 千葉県大網白里市みやこ野１-２-１　大網三枝ビル１Ｆ

754 香取郡多古町 ファーコス薬局　あじさい 千葉県香取郡多古町多古字九蔵４９０-５

755 株式会社八日市場調剤センター　多古中央薬局 千葉県香取郡多古町多古４３７-１

756 山武郡横芝光町 毎日薬局　東陽店 千葉県山武郡横芝光町宮川１２０９９-４

757 毎日薬局　横芝本町店 千葉県山武郡横芝光町横芝７２４

758 東京都 千代田区 さくら薬局　大手町店 東京都千代田区大手町１-５-５　大手町タワーＢ１Ｆ

759 さくら薬局　駿河台店 東京都千代田区神田駿河台１-８-１１　東京ＹＷＣＡ会館１Ｆ

760 日生薬局　飯田橋店 東京都千代田区富士見２-１０-２　飯田橋グラン・ブルーム１Ｆ

761 スギ薬局　岩本町店 東京都千代田区岩本町３-８-１６　ＮＭＦ神田岩本町ビル１Ｆ

762 日本調剤　神田駿河台薬局 東京都千代田区神田駿河台２-４　お茶の水日健ビル１Ｆ・２Ｆ

763 スギ薬局　九段下店 東京都千代田区九段北１-２-３　フナトビル１Ｆ

764 ファーコス薬局　アキバ 東京都千代田区神田松永町１１　ＡＴ第一ビル１Ｆ

765 日本調剤　飯田橋西口薬局 東京都千代田区富士見２-９-１０

766 さくら薬局　内神田店 東京都千代田区内神田２-４-１　神田メディカルビル１Ｆ

767 日本調剤　お茶の水中央薬局 東京都千代田区神田駿河台２-１-１５

768 日本調剤　飯田橋薬局 東京都千代田区富士見２-３-１３　飯田橋西口ビル１Ｆ

769 日本調剤　神保町薬局 東京都千代田区神田神保町３-２-４　田村ビル１Ｆ

770 日本調剤　駿河台薬局 東京都千代田区神田駿河台２-５　村田ビルディング１Ｆ

771 スギ薬局　神田駅北口店 東京都千代田区神田鍛冶町３-３-１２　神田鍛冶町千歳ビル１Ｆ

772 スギ薬局　神田淡路町店 東京都千代田区神田淡路町１-２-３　損保ジャパン神田淡路町ビル１Ｆ

773 日本調剤　御茶ノ水橋口薬局 東京都千代田区神田駿河台２-６-１　華ビル１Ｆ・２Ｆ

774 日本調剤　九段下薬局 東京都千代田区九段北１-３-２　大橋ビル１Ｆ

775 さくら薬局　御茶ノ水駅前店 東京都千代田区神田駿河台２-４-１

776 スギ薬局　神田駅東口店 東京都千代田区鍛冶町２-２-２　神田パークプラザ１Ｆ

777 スギ薬局　神田西口通り店 東京都千代田区内神田２-１０-７　プレミアステージ内神田１Ｆ

778 スギ薬局　一番町店 東京都千代田区一番町６　相模屋本社ビル１Ｆ

779 ココカラファイン薬局　神保町店 東京都千代田区神田神保町２-９　神田神保町メディカルモール１Ｆ

780 ココカラファイン薬局　飯田橋店 東京都千代田区飯田橋３-１０-９　アイガーデンテラス１Ｆ

781 中央区 スギ薬局　八丁堀店 東京都中央区八丁堀１-１３-１０　三神ビル１Ｆ

782 ファーコス薬局　京橋 東京都中央区京橋２-８-２１　昭和ビル別館１Ｆ

783 スギ薬局　八重洲通店 東京都中央区日本橋３-４-１５　八重洲通ビル１Ｆ

784 日本調剤　馬喰町駅前薬局 東京都中央区日本橋馬喰町１-６-１　ＪＵ　ＳＫＹＴＯＷＥＲ日本橋１Ｆ

785 さくら薬局　馬喰町店 東京都中央区日本橋馬喰町２-２-５　石井ビル１Ｆ

786 日本調剤　築地薬局 東京都中央区築地４-６-６　１Ｆ・２Ｆ

787 日本調剤　東銀座薬局 東京都中央区築地１-１３-１　銀座松竹スクエア１Ｆ

788 ヘルス薬局　銀座店 東京都中央区銀座８-１２-１　セイコー銀座ビル１Ｆ

789 日本調剤　日本橋室町薬局 東京都中央区日本橋室町２-１-１　日本橋三井タワーＢ１Ｆ

790 日本調剤　銀座泰明薬局 東京都中央区銀座５-１-１５　第一御幸ビル１Ｆ

791 日本調剤　勝どき薬局 東京都中央区勝どき４-２-１４　１Ｆ

792 日本調剤　馬喰町薬局 東京都中央区日本橋馬喰町２-２-６　朝日生命須長ビル１Ｆ・２Ｆ

793 さくら薬局　八重洲店 東京都中央区日本橋２-２-２０　日本橋リムビル１Ｆ

794 さくら薬局　築地店 東京都中央区築地１-９-９　細川築地ビル８Ｆ

795 さくら薬局　豊海店 東京都中央区豊海町２-２-１１３

796 スギ薬局　日本橋三越前店 東京都中央区日本橋室町１-５-２　東洋ビル１Ｆ

797 スギ薬局　日本橋横山町店 東京都中央区日本橋横山町３-１０　ＮＢ日本橋ビル１Ｆ

798 スギ薬局　江戸橋店 東京都中央区日本橋本町１-１０-５　日産江戸橋ビル１Ｆ

799 スギ薬局　日本橋室町店 東京都中央区日本橋室町４-６-２　菱華ビル１Ｆ

800 ココカラファイン薬局　八重洲北口店 東京都中央区八重洲２-１　八重洲地下街北１号
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801 日本調剤　歌舞伎座タワー薬局 東京都中央区銀座４-１２-１５　歌舞伎座タワー１６Ｆ

802 スギ薬局　新川一丁目店 東京都中央区新川１-１７-２５　東茅場町有楽ビル１Ｆ

803 港区 ココカラファイン薬局　白金台店 東京都港区白金台４-３-１９

804 スギ薬局　新橋駅前店 東京都港区新橋１-１２-９　Ａ-ＰＬＡＣＥ新橋駅前１Ｆ

805 さくら薬局　虎ノ門２丁目タワー店 東京都港区虎ノ門２-３-１７　虎ノ門２丁目タワー１Ｆ

806 スギ薬局　赤坂見附店 東京都港区赤坂３-９-７

807 日本調剤　赤坂中央薬局 東京都港区赤坂３-１３-１１　佐藤ビル１Ｆ

808 日本調剤　三田薬局 東京都港区三田１-４-２８　三田国際ビルアネックス１Ｆ

809 日本調剤　虎ノ門薬局 東京都港区虎ノ門１-２-１８　虎之門興業ビルディング１Ｆ・２Ｆ

810 日本調剤　麻布十番薬局 東京都港区南麻布１-６-３６

811 スギ薬局　ニュー新橋ビル店 東京都港区新橋２-１６-１　ニュー新橋ビル１Ｆ

812 スギ薬局　六本木店 東京都港区六本木７-１４-１０

813 日本調剤　御成門薬局 東京都港区西新橋３-２２-８

814 ゆりの木薬局　東芝ビル店 東京都港区芝浦１-１-１　東芝ビル１Ｆ

815 日本調剤　ケイリバー薬局 東京都港区六本木６-１０-１　六本木ヒルズ森タワー６Ｆ

816 日生薬局　広尾店 東京都港区南青山７-１４-７　西川ビル１Ｆ

817 日生薬局　御成門店 東京都港区西新橋３-２３-５　御成門郵船ビルディング１Ｆ

818 日本調剤　すぎの木薬局 東京都港区西新橋３-２３-６　白川ビル１Ｆ

819 さくら薬局　西新橋２号店 東京都港区西新橋３-１９-１１　安達ビル１Ｆ

820 日本調剤　西新橋薬局 東京都港区西新橋３-２０-１　ＭＳＣ御成門ビル１Ｆ

821 虎ノ門鈴薬局 東京都港区西新橋１-１９-１３　斉木ビル１Ｆ

822 スギ薬局　虎ノ門ヒルズ駅前店 東京都港区虎ノ門１-２１-１７　虎ノ門ＮＮビル１Ｆ

823 さくら薬局　虎ノ門店 東京都港区虎ノ門２-３-２２　第１秋山ビルディング１Ｆ

824 さくら薬局　西新橋店 東京都港区西新橋３-１９-１４　東京建硝ビル１Ｆ

825 日本調剤　六本木薬局 東京都港区六本木６-１-２０　六本木電気ビル２Ｆ

826 西新橋調剤薬局 東京都港区西新橋１-２-９　日比谷セントラルビルＢ１Ｆ

827 さくら薬局　東京ミッドタウン店 東京都港区赤坂９-７-１　ミッドタウン・タワー６Ｆ

828 スギ薬局　赤坂店 東京都港区赤坂５-５-１３　周山ビル１Ｆ

829 スギ薬局　南青山店 東京都港区南青山３-８-４０　青山センタービル１Ｆ

830 ココカラファイン薬局　虎ノ門店 東京都港区虎ノ門２-４-１　虎ノ門ピアザビル１Ｆ

831 スギ薬局　虎ノ門店 東京都港区虎ノ門１-１-１２　虎ノ門ビル１Ｆ

832 新宿区 スギ薬局　新宿若松町店 東京都新宿区若松町２８-２２　ＴＭビル１Ｆ

833 龍生堂薬局　新宿店 東京都新宿区新宿３-２１-６

834 龍生堂薬局　大久保店 東京都新宿区百人町１-１５-１８　龍生堂大久保ビル１Ｆ

835 龍生堂薬局　新大久保店 東京都新宿区百人町２-５-４　土屋ビル１０１号

836 龍生堂薬局　四谷三丁目店 東京都新宿区四谷３-１２　サワノボリ・ビルディング１Ｆ

837 龍生堂薬局　ワセダ東店 東京都新宿区高田馬場１-６-１６　ユニオンビル１Ｆ

838 龍生堂薬局　東新宿店 東京都新宿区新宿５-１１-４

839 スギ薬局　新宿御苑店 東京都新宿区新宿２-８-８　アイ・アンド・イー新宿ビル１Ｆ

840 スギ薬局　新宿二丁目店 東京都新宿区新宿２-１５-２８　新宿丸正ビル１Ｆ

841 スギ薬局　大久保二丁目店 東京都新宿区大久保２-５-２０　シティプラザ新宿１Ｆ

842 日本調剤　新飯田橋薬局 東京都新宿区下宮比町３-２　飯田橋スクエアビル１Ｆ

843 ケイワ薬局　高田馬場店 東京都新宿区高田馬場４-４-１８

844 ケイワ薬局　落合店 東京都新宿区上落合１-１-４　鈴木ビル１Ｆ

845 さくら薬局　中井店 東京都新宿区上落合２-１８-１２　レーヌ木下１０２号

846 さくら薬局　神楽坂店 東京都新宿区神楽坂６-２４　神楽坂ビル１Ｆ

847 日生薬局　若松河田駅前店 東京都新宿区河田町１１-８

848 日生薬局　河田町店 東京都新宿区河田町３-１０　河田町安田ビル

849 日本調剤　慶應堂薬局 東京都新宿区信濃町３４　トーシンビル１Ｆ

850 ひかり薬局 東京都新宿区大久保２-６-１７　シルバープラザ新宿第２　１０１号
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851 龍生堂薬局　アイランド店 東京都新宿区西新宿６-４-１　アイランドアトリウム１Ｆ

852 日本調剤　神楽坂薬局 東京都新宿区神楽坂６-４２　神楽坂喜多川ビル１Ｆ

853 龍生堂薬局　アイランドタワー店 東京都新宿区西新宿６-５-１　新宿アイランドタワー１Ｆ

854 龍生堂薬局　新宿西口店 東京都新宿区西新宿１　西口地下街１号　小田急エース北館

855 日本調剤　四谷薬局 東京都新宿区四谷１-２　三浜ビル１Ｆ

856 さくら薬局　飯田橋駅前店 東京都新宿区下宮比町３-２　日本精鉱ビル１Ｆ

857 さくら薬局　四谷店 東京都新宿区四谷三栄町４-８　谷ケ崎ビル１Ｆ

858 さくら薬局　目白店 東京都新宿区下落合４-２６-１０　ライブ長谷部１Ｆ

859 スギ薬局　北新宿３丁目店 東京都新宿区北新宿３-４-１

860 スギ薬局　西新宿医大前店 東京都新宿区西新宿８-５-１　野村不動産西新宿共同ビル１Ｆ

861 スギ薬局　高田馬場店 東京都新宿区高田馬場１-４-１５　大樹生命高田馬場ビル１Ｆ

862 ココカラファイン薬局　曙橋店 東京都新宿区住吉町１０-９　山本ビル１Ｆ

863 文京区 スギ薬局　小石川１丁目店 東京都文京区小石川１-２８-１　フロンティア小石川ビル１Ｆ　Ｂ号室

864 スギ薬局　茗荷谷店 東京都文京区小石川５-３-２　エイト印刷本社ビル１Ｆ

865 日本調剤　根津薬局 東京都文京区弥生１-２-１６　サンピア西須賀Ｂ１Ｆ

866 コール薬局　茗荷谷店 東京都文京区大塚３-５-２　佑和ビル１Ｆ

867 さくら薬局　湯島店 東京都文京区湯島３-３８-１２　野口ビル１Ｆ

868 ケイワ薬局　湯島店 東京都文京区湯島１-９-１４　プチモンドお茶の水１０１号

869 日本調剤　湯島薬局 東京都文京区湯島３-４-１３　松田ビル１Ｆ

870 日本調剤　本郷三丁目薬局 東京都文京区本郷２-４０-１７　本郷若井ビル１Ｆ

871 日本調剤　弥生薬局 東京都文京区千駄木２-２-１７

872 さくら薬局　江戸川橋店 東京都文京区関口１-１６-１　東海文京マンション１Ｆ

873 さくら薬局　はくさん店 東京都文京区白山５-２２-７　白山ファミー１Ｆ

874 さくら薬局　団子坂店 東京都文京区向丘２-３４-３　土橋ビル１Ｆ

875 スギ薬局　白山通り店 東京都文京区西片１-１５-１９　シャトー文京１Ｆ

876 スギ薬局　上野広小路店 東京都文京区湯島３-３９-１０　上野ＴＨビル１Ｆ

877 スギ薬局　小石川店 東京都文京区小石川２-１-１２　小石川トーセイビル１Ｆ

878 台東区 しんわ薬局　上野店 東京都台東区小島２-１８-１６

879 日本調剤　台東薬局 東京都台東区台東１-３-２

880 ファーコス薬局　浅草 東京都台東区浅草２-３０-１３　シャトレー浅草１Ｆ

881 上野鈴薬局 東京都台東区東上野５-６-４　アイフォート上野１Ｆ

882 スギ薬局　上野駅前店 東京都台東区上野４-１０-５　世界ビル１-２Ｆ

883 墨田区 ファーコス薬局　つつじ 東京都墨田区東向島６-６-３

884 スギ薬局　江東橋南店 東京都墨田区江東橋５-５-３　江東橋ＮＫビル２Ｆ

885 さくら薬局　横網店 東京都墨田区横網２-６-１０

886 スギ薬局　江東橋店 東京都墨田区江東橋４-２２-７

887 江東区 スギ薬局　亀戸店 東京都江東区亀戸２-１-１２　コモディイイダ亀戸店内

888 スギ薬局　江東千石店 東京都江東区千石１-５-１２

889 ファーコス薬局　豊洲 東京都江東区豊洲５-４-９　ＫＲ豊洲ビル１Ｆ

890 日本調剤　江東薬局 東京都江東区亀戸９-１１-１

891 さくら薬局　猿江店 東京都江東区猿江２-１６-５　スミセ深川ビル１Ｆ

892 さくら薬局　東陽店 東京都江東区東陽４-６-２　成子ビル１Ｆ

893 エンジェル薬局　東大島店 東京都江東区大島９-３-１　パークサイドコート１Ｆ

894 ココカラファイン薬局　東陽町店 東京都江東区南砂２-３２-５　センタービレッジ南砂１Ｆ

895 日本調剤　豊洲駅前薬局 東京都江東区豊洲４-１-３　豊洲タツミビル

896 スギ薬局　大島店 東京都江東区大島４-５-１４　プラウド西大島１０２

897 スギ薬局　江東富岡店 東京都江東区富岡２-６-１１

898 品川区 さくら薬局　上大崎店 東京都品川区上大崎３-３-５　新陽ＣＫビル１０２

899 日本調剤　目黒駅前薬局 東京都品川区上大崎２-１３-２６　メイプルトップビル１Ｆ

900 日本調剤　旗の台薬局 東京都品川区旗の台１-３-１
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901 日本調剤　戸越公園薬局 東京都品川区戸越５-１９-１３　サンシティ２１ビル１Ｆ

902 博芳堂薬局 東京都品川区東五反田４-１１-６　クレスト五反田ビル１Ｆ

903 さくら薬局　品川池田山店 東京都品川区東五反田４-１１-１　池田山マンション１Ｆ

904 日生薬局　大井町店 東京都品川区東大井６-４-３　エストメール東大井

905 日生薬局　大井町2号店 東京都品川区東大井６-４-３　エストメール東大井

906 日本調剤　大井町薬局 東京都品川区大井１-２３-７　１Ｆ

907 ココカラファイン薬局　大井町東口店 東京都品川区東大井５-２-３　おおい元気館２Ｆ

908 ファーコス薬局　品川 東京都品川区大井５-５-２９　石井ビル１Ｆ

909 さくら薬局　西大井店 東京都品川区西大井１-１-２-２０２号

910 スギ薬局　二葉店 東京都品川区二葉４-９-１０　かしわビル１Ｆ

911 さくら薬局　旗の台店 東京都品川区旗の台１-３-１７

912 さくら薬局　大森店 東京都品川区南大井６-２０-９　グリュック南大井１Ｆ

913 さくら薬局　昭和大学前店 東京都品川区旗の台１-３-６

914 スギ薬局　武蔵小山店 東京都品川区小山３-８-４

915 スギ薬局　ウィラ大井店 東京都品川区勝島１-６-１６　ウィラ大井２Ｆ

916 スギ薬局　南大井店 東京都品川区南大井４-２-２２　スキーム南大井ビル１Ｆ

917 目黒区 スギ薬局　祐天寺店 東京都目黒区祐天寺２-７-２３　ラポルト祐天寺１Ｆ

918 アルプス薬局　目黒店 東京都目黒区下目黒２-２-１４　第２池田ビル１Ｆ

919 ファーコス薬局　ひかり 東京都目黒区中央町２-１３-１０　第一菫寮１Ｆ

920 ファーコス薬局　くるみ 東京都目黒区中根２-１１-５　クルミビル１Ｆ

921 日本調剤　学芸大学駅前薬局 東京都目黒区鷹番３-８-４　岩本ビル１Ｆ

922 日本調剤　柿の木坂薬局 東京都目黒区八雲１-３-６　Ｋ-ｃｒｏｓｓビル１Ｆ

923 日本調剤　都立大薬局 東京都目黒区中根２-１２-１　Ｋ＆Ｋビル１Ｆ

924 さくら薬局　目黒3丁目店 東京都目黒区目黒３-１０-１３　大鳥エステートビルＢ１Ｆ

925 日本調剤　池尻大橋薬局 東京都目黒区大橋２-２２-２０　メゾンアカネ１０１

926 日本調剤　山手薬局 東京都目黒区大橋２-２３-１２

927 ココカラファイン薬局　東邦大学大橋病院前店 東京都目黒区大橋２-２４-３

928 さくら薬局　中目黒店 東京都目黒区東山１-４-４　目黒東山ビル１Ｆ

929 さくら薬局　目黒本町店 東京都目黒区目黒本町１-１４-４　山田ビル１０１

930 ヘルスケアセイジョー薬局　西小山店 東京都目黒区原町１-５-７

931 ココカラファイン薬局　都立大学平町店 東京都目黒区平町１-２６-３　スミール都立大１０２

932 ココカラファイン薬局　都立ファーマシー店 東京都目黒区平町１-２７-１０　武田ビル１Ｆ

933 ココカラファイン薬局　自由が丘店 東京都目黒区自由が丘２-１１-１６　日能研自由が丘ビル１Ｆ

934 ココカラファイン薬局　都立大学中根店 東京都目黒区中根１-６-６　都立大渡辺ビル１Ｆ

935 大田区 ファーコス薬局　あい 東京都大田区大森北２-４-１０　Ｐ２ビル１Ｆ

936 観音通り薬局 東京都大田区中央３-２２-２０

937 日本調剤　蒲田薬局 東京都大田区南蒲田２-１６-２　テクノポート三井生命ビル別館

938 日本調剤　大森薬局 東京都大田区大森南４-１５-１２　グリタァパレスＩＩ　１Ｆ

939 スギ薬局　石川台店 東京都大田区東雪谷２-５-１　エンゼルハイム東雪谷１Ｆ

940 日本調剤　蒲田駅前薬局 東京都大田区西蒲田８-１-５

941 みつこし薬局 東京都大田区大森西７-６-９

942 スギ薬局　矢口渡店 東京都大田区多摩川１-２１-１０

943 鈴薬局　仲六郷店 東京都大田区仲六郷１-５５-１１

944 日本調剤　東邦大前薬局 東京都大田区大森西５-２１-２０

945 スギ薬局　多摩川大橋店 東京都大田区多摩川１-３６-２５

946 日本調剤　梅屋敷薬局 東京都大田区大森西６-１５-１６　ハイツアオキ第２０ビル１Ｆ

947 スギ薬局　雪谷店 東京都大田区南雪谷１-５-７　プレステージ雪谷１Ｆ

948 日本調剤　大森駅前薬局 東京都大田区大森北１-９-７　旭ビル１Ｆ

949 日本調剤　大森日赤前薬局 東京都大田区中央４-３３-６

950 日本調剤　南久が原薬局 東京都大田区南久が原２-８-３　ライオンズマンション久が原駅前１０１
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951 日本調剤　蒲田中央薬局 東京都大田区蒲田４-２３-１５　ＮＪ

952 日本調剤　大岡山薬局 東京都大田区北千束１-４４-１　リバーレプラザ大岡山１Ｆ

953 ポート薬局 東京都大田区久が原３-３６-１２

954 さくら薬局　大森中店 東京都大田区大森中２-１５-４

955 日本調剤　大森山王薬局 東京都大田区山王１-４-１　木村ビル１Ｆ

956 久が原鈴薬局 東京都大田区久が原３-３４-１３　コロラードマルワ１０１

957 スギ薬局　大森町店 東京都大田区大森西３-３１-８　マルエツ大森町店１Ｆ

958 ココカラファイン薬局　北嶺店 東京都大田区北嶺町３７-２９　ＦＬＯＷ　ＰＬＡＣＥ　ＴＯＫＹＯ　１Ｆ

959 さくら薬局　池上店 東京都大田区池上６-４-３　第一小木ビル１Ｆ

960 さくら薬局　大森日赤前店 東京都大田区中央４-３３-５

961 さくら薬局　萩中店 東京都大田区萩中２-９-３　萩中田中ビル１Ｆ

962 さくら薬局　萩中２号店 東京都大田区萩中２-９-１

963 スギ薬局　大田鵜の木店 東京都大田区鵜の木２-２９-１４

964 スギ薬局　南馬込店 東京都大田区南馬込６-２１-３

965 ココカラファイン薬局　大森山王店 東京都大田区山王２-１-７　大森神興ビル１Ｆ

966 ココカラファイン薬局　Luz大森店 東京都大田区大森北１-１０-１４　Ｌｕｚ大森１Ｆ

967 ココカラファイン薬局　雪谷大塚店 東京都大田区南雪谷２-１７-９

968 ココカラファイン薬局　蒲田店 東京都大田区西蒲田７-６９-１　東急プラザ１Ｆ

969 スギ薬局　南六郷店 東京都大田区南六郷２-１３-１６

970 世田谷区 ココカラファイン薬局　梅ヶ丘南口店 東京都世田谷区梅丘１-１１-９

971 ココカラファイン薬局　梅ヶ丘北口店 東京都世田谷区梅丘１-３４-５

972 泰平薬局　成城店 東京都世田谷区成城２-２５-１１　ひのき成城ビル

973 泰洋薬局　赤堤店 東京都世田谷区赤堤２-２-８

974 ココカラファイン薬局　松原公園通り店 東京都世田谷区赤堤４-２０-１

975 イムノファーマシー成城薬局 東京都世田谷区成城２-２２-４

976 さくら薬局　東北沢店 東京都世田谷区北沢３-２-３-１Ｂ

977 日本調剤　南烏山薬局 東京都世田谷区南烏山６-３６-１０　ＰＬＡＺＡ２０　１・２Ｆ

978 日本調剤　祖師谷薬局 東京都世田谷区祖師谷３-３３-８

979 スギ薬局　桜新町店 東京都世田谷区桜新町２-３１-５

980 日本調剤　千歳烏山薬局 東京都世田谷区南烏山６-２７-１０

981 ココカラファイン薬局　用賀東口店 東京都世田谷区用賀４-３-９

982 ファーコス薬局　成城 東京都世田谷区成城２-３５-１３　城西ビル１Ｆ

983 日本調剤　世田谷薬局 東京都世田谷区世田谷４-１-３　世田谷医療ＣＯＭＭＵＮＩＴＹ　１Ｆ

984 日本調剤　すみれ中央薬局 東京都世田谷区桜３-２-１７　ＤＳ桜ビル１Ｆ

985 ココカラファイン薬局　経堂店 東京都世田谷区経堂１-５-８　タンネバーム経堂１Ｆ

986 日本調剤　千歳船橋薬局 東京都世田谷区船橋１-１-５　アジア堂ビル１Ｆ

987 日本調剤　尾山台南口薬局 東京都世田谷区尾山台３-３４-５　フォレシティ尾山台１Ｆ

988 日本調剤　桜丘中央薬局 東京都世田谷区桜丘３-２８-１　ヴィレッタ桜丘１Ｆ

989 日本調剤　用賀中央薬局 東京都世田谷区上用賀６-２５-１

990 なのはな薬局　世田谷店 東京都世田谷区世田谷１-１５-１３

991 日本調剤　丸正さくら薬局 東京都世田谷区桜新町１-８-１０

992 日本調剤　成城学園前薬局 東京都世田谷区成城６-９-１　五和ビル１Ｆ

993 南烏山薬局 東京都世田谷区南烏山５-３-３　ジェイスクエア世田谷１Ｆ

994 南烏山薬局　駅前店 東京都世田谷区南烏山５-１８-１３　モリッチビル１Ｆ

995 さくら薬局　粕谷店 東京都世田谷区粕谷４-１３-１６　エクセル小川１０２

996 さくら薬局　えのき店 東京都世田谷区粕谷３-１０-１５

997 日本調剤　奥沢駅前薬局 東京都世田谷区奥沢３-３３-１２　けやきガーデン奥沢１Ｆ

998 日本調剤　桜新町薬局 東京都世田谷区桜新町２-１０-４

999 ココカラファイン薬局　千歳船橋桜丘店 東京都世田谷区桜丘２-２８-１６　エンヤビル１Ｆ

1000 ココカラファイン薬局　関東中央病院前店 東京都世田谷区上用賀６-２７-１３
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直接審査支払　合意薬局リスト（県別、市区郡別） 令和2年12月15日更新分

No. 県名 市区郡 名称 所在地

1001 ココカラファイン薬局　梅ヶ丘一丁目店 東京都世田谷区梅丘１-２５-１

1002 日本調剤　三軒茶屋薬局 東京都世田谷区三軒茶屋１-３７-２　１Ｆ

1003 さくら薬局　三軒茶屋店 東京都世田谷区三軒茶屋２-５５-８

1004 さくら薬局　上野毛店 東京都世田谷区上野毛４-２４-１３

1005 さくら薬局　世田谷羽根木店 東京都世田谷区羽根木２-４-１３

1006 ココカラファイン薬局　成城西口店 東京都世田谷区成城６-１６-７

1007 ココカラファイン薬局　用賀駅前店 東京都世田谷区用賀４-１１-７　リバーレプラザ用賀１Ｆ

1008 ココカラファイン薬局　茶沢通り店 東京都世田谷区太子堂２-１６-７

1009 ココカラファイン薬局　駒沢大学駅前店 東京都世田谷区駒沢１-３-１６

1010 セイジョー薬局　太子堂店 東京都世田谷区太子堂３-３８-１５

1011 ココカラファイン薬局　桜新町店 東京都世田谷区新町３-２１-１　さくらウェルガーデン１Ｆ

1012 ココカラファイン薬局　祖師谷店 東京都世田谷区祖師谷１-１０-７

1013 スギ薬局　弦巻店 東京都世田谷区弦巻３-８-１２　ランバハイム桜新町１Ｆ

1014 ココカラファイン薬局　喜多見北口店 東京都世田谷区喜多見９-２-１４

1015 ココカラファイン薬局　祖師谷一丁目店 東京都世田谷区祖師谷１-３６-４　メゾンドオークラ

1016 ココカラファイン薬局　砧店 東京都世田谷区砧６-３０-１　野原ビル

1017 ココカラファイン薬局　千歳船橋調剤店 東京都世田谷区船橋１-１-７　林ビル１Ｆ

1018 ココカラファイン薬局　祖師ヶ谷大蔵駅前店 東京都世田谷区祖師谷３-３３-１０

1019 ココカラファイン薬局　千歳烏山店 東京都世田谷区南烏山６-１２-１２　コーシャハイム千歳烏山１２号棟１Ｆ

1020 スギ薬局　下高井戸店 東京都世田谷区赤堤５-３０-１０　ハウス下高井戸１Ｆ

1021 渋谷区 アルプス薬局　渋谷店 東京都渋谷区宇田川町３-１２　Ｓ：ｖｏｒｔ渋谷神南２Ｆ

1022 ファーコス薬局　渋谷 東京都渋谷区渋谷１-２４-５　ドクターズビル１Ｆ

1023 スギ薬局　原宿店 東京都渋谷区神宮前１-１９-１１　はらじゅくアッシュビル１Ｆ

1024 スギ薬局　代々木上原駅前店 東京都渋谷区西原３-２０-７

1025 日本調剤　広尾薬局 東京都渋谷区広尾５-１４-２

1026 日本調剤　恵比寿ガーデン薬局 東京都渋谷区恵比寿４-２０-３　恵比寿ガーデンプレイスタワー３Ｆ

1027 初台鈴薬局 東京都渋谷区本町１-４-３　エバーグレイス本町　１-Ｃ号室

1028 笹塚鈴薬局 東京都渋谷区笹塚１-４８-１４　笹塚ショッピングモール２１-２Ｆ

1029 日本調剤　幡ヶ谷駅前薬局 東京都渋谷区幡ヶ谷１-３２-１９　１Ｆ

1030 日本調剤　表参道薬局 東京都渋谷区神宮前４-１１-６　表参道千代田ビル表参道メディカルセンターＢ１Ｆ

1031 ココカラファイン薬局　代々木上原南店 東京都渋谷区上原１-１７-７

1032 日本調剤　宮益坂薬局 東京都渋谷区渋谷１-９-８　宮益坂センスビル１Ｆ

1033 中野区 ファーコス薬局　南台 東京都中野区南台２-３４-１

1034 スギ薬局　鷺宮店 東京都中野区鷺宮３-４６-１２　グランドハウス鷺宮１Ｆ

1035 スギ薬局　南台三丁目店 東京都中野区南台３-２３-７　堀第２南台ビル１Ｆ

1036 スギ薬局　中野駅北店 東京都中野区新井１-１-５　中央マンション１Ｆ

1037 スギ薬局　中野鍋横店 東京都中野区本町４-３０-１２　ＩＴＫ鍋横１Ｆ

1038 スギ薬局　中野坂上店 東京都中野区本町１-３２-２８　石森ビル１Ｆ

1039 日本調剤　中野薬局 東京都中野区野方１-１-１

1040 ファーコス薬局　鷺宮 東京都中野区鷺宮３-１１-７

1041 日本調剤　野方駅前薬局 東京都中野区野方６-３１-１２　１Ｆ

1042 スギ薬局　新井薬師駅前店 東京都中野区新井５-１７-１２　新井薬師ビル１Ｆ

1043 日本調剤　東中野薬局 東京都中野区東中野３-１０-１０　ループ山の手１Ｆ

1044 本町鈴薬局 東京都中野区本町５-３７-１１

1045 中央鈴薬局 東京都中野区中央５-１-２

1046 日本調剤　鷺ノ宮薬局 東京都中野区鷺宮３-１９-１　連城ビル１Ｆ

1047 スギ薬局　新井薬師店 東京都中野区新井５-１-３　パステル中野１Ｆ

1048 ココカラファイン薬局　東中野5丁目店 東京都中野区東中野５-１７-９　ハイネス東中野１Ｆ

1049 スギ薬局　中野南台店 東京都中野区南台１-１-１４　サンハイツ１Ｆ

1050 スギ薬局　中野南口店 東京都中野区中野３-３３-１８　フェルテ中野１Ｆ
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直接審査支払　合意薬局リスト（県別、市区郡別） 令和2年12月15日更新分

No. 県名 市区郡 名称 所在地

1051 杉並区 ファーコス薬局　方南町 東京都杉並区方南２-１８-１４　藤田ビル１Ｆ

1052 スギ薬局　杉並清水店 東京都杉並区清水３-２９-１５

1053 さくら薬局　荻窪店 東京都杉並区天沼３-６-１７

1054 日本調剤　八幡山薬局 東京都杉並区上高井戸１-８-２　Ｔｏｙａビル５　１Ｆ

1055 スギ薬局　杉並和田店 東京都杉並区和田１-１-１３　富士見コーポ１０１

1056 スギ薬局　宮前四丁目店 東京都杉並区宮前４-２２-１３

1057 ファーコス薬局　西荻窪 東京都杉並区西荻北４-３３-１４

1058 今川調剤薬局　エスコート店 東京都杉並区今川３-１４-１９

1059 ファーコス薬局　阿佐谷 東京都杉並区阿佐谷南３-３７-４　パルティールアサガヤ１Ｆ

1060 日本調剤　南阿佐ヶ谷薬局 東京都杉並区成田東４-３８-１９　朝日生命杉並第二ビル１Ｆ

1061 日本調剤　高円寺薬局 東京都杉並区高円寺北３-３５-２６　１Ｆ

1062 浜田山鈴薬局 東京都杉並区浜田山３-３５-３８　ハイタウン浜田山１号館１Ｆ

1063 龍生堂薬局　西荻店 東京都杉並区西荻北２-３-１

1064 ココカラファイン薬局　下井草駅前店 東京都杉並区下井草３-４１-１　パロ下井草１Ｆ

1065 日本調剤　荻窪薬局 東京都杉並区荻窪５-２７-５　中島第二ビル１Ｆ

1066 東邦薬局　荻窪5丁目店 東京都杉並区荻窪５-２１-６　大栄ビル１Ｆ

1067 ファイン薬局　荻窪店 東京都杉並区南荻窪３-２５-１

1068 さくら薬局　高円寺店 東京都杉並区阿佐谷南２-３２-３　ニューリーフマンション１０１号

1069 ココカラファイン薬局　南阿佐谷店 東京都杉並区阿佐谷南１-１６-８　ＩＳＭ　ＡＳＡＧＡＹＡ　１Ｆ

1070 さくら薬局　西荻北店 東京都杉並区西荻北３-２１-１６　サンヴェール西荻窪１０１

1071 スギ薬局　阿佐ヶ谷店 東京都杉並区阿佐谷南１-３６-４　三幸ビル１Ｆ

1072 ココカラファイン薬局　荻窪北店 東京都杉並区上荻１-９-１　荻窪タウンセブンビル青梅街道側１Ｆ

1073 ココカラファイン薬局　荻窪天沼店 東京都杉並区天沼３-３-４　魚耕ビル

1074 ココカラファイン薬局　荻窪南仲通り店 東京都杉並区荻窪５-２８-１３

1075 ココカラファイン薬局　阿佐谷店 東京都杉並区阿佐谷南１-３６-８

1076 スギ薬局　高井戸店 東京都杉並区宮前１-２０-２９

1077 セイジョー久我山薬局 東京都杉並区久我山４-１-５　田中ビル

1078 ココカラファイン薬局　杉並堀ノ内店 東京都杉並区堀ノ内２-２９-１４　ライオンズマンション新高円寺１Ｆ

1079 スギ薬局　上井草店 東京都杉並区上井草２-３-２

1080 豊島区 さくら薬局　池袋2丁目店 東京都豊島区池袋２-１８-１　タムラ第一ビル１Ｆ

1081 さくら薬局　要町駅前店 東京都豊島区要町１-９-３　ヨシカワビル１Ｆ

1082 スギ薬局　駒込店 東京都豊島区駒込３-３-１９　１Ｆ

1083 スギ薬局　巣鴨駅前店 東京都豊島区巣鴨２-１１-１　巣鴨室町ビル１Ｆ

1084 さくら薬局　池袋駅西店 東京都豊島区西池袋１-３-５　山中ビル１Ｆ

1085 日本調剤　上池袋薬局 東京都豊島区上池袋１-３７-２２　レジディアタワー１Ｆ

1086 日本調剤　落合南長崎薬局 東京都豊島区南長崎４-５-２０　ｉＴｅｒｒａｃｅ落合南長崎１Ｆ

1087 日本調剤　目白駅前薬局 東京都豊島区目白３-４-１２　Ｅ＆Ｋビル１Ｆ

1088 南長崎薬局 東京都豊島区南長崎５-８-５　サンハウスミソノ１Ｆ

1089 ココカラファイン薬局　目白店 東京都豊島区目白３-４-１１　ヒューリック目白

1090 スギ薬局　東池袋店 東京都豊島区東池袋２-２２-１　信越ビル１Ｆ

1091 スギ薬局　池袋本町店 東京都豊島区池袋本町４-１６-６

1092 ココカラファイン薬局　西池袋店 東京都豊島区西池袋５-５-２１　ザ・タワーグランディア１Ｆ

1093 スギ薬局　西池袋店 東京都豊島区西池袋３-１７-３　群馬土地池袋西口ビル２Ｆ

1094 北区 スギ薬局　西ケ原店 東京都北区西ケ原１-３１-２５　グランドマスト西ケ原１Ｆ

1095 さくら薬局　西ケ原しもふり店 東京都北区西ケ原１-５０-１　エムエー駒込１０１

1096 さくら薬局　西ヶ原店 東京都北区西ヶ原３-２-１　駒込ペアシティ１１０

1097 さくら薬局　東十条店 東京都北区東十条３-３-１　東十条マンション１Ｆ１０４

1098 荒川区 スギ薬局　東尾久店 東京都荒川区東尾久４-８-１１

1099 ファーコス薬局　西尾久めぐみ 東京都荒川区西尾久２-３４-１１

1100 さくら薬局　町屋店 東京都荒川区町屋４-１０-１２
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直接審査支払　合意薬局リスト（県別、市区郡別） 令和2年12月15日更新分

No. 県名 市区郡 名称 所在地

1101 さくら薬局　西尾久店 東京都荒川区西尾久２-８-８

1102 みどり薬局　西尾久店 東京都荒川区西尾久２-１-１３　ボストンハイツ１Ｆ

1103 荒川鈴薬局 東京都荒川区東日暮里３-４３-６　イシマキビル１Ｆ

1104 板橋区 さくら薬局　板橋愛染通り店 東京都板橋区大和町４３-１４

1105 スギ薬局　成増駅南口店 東京都板橋区成増２-１５-１８　成増プライムビル１Ｆ

1106 スギ薬局　板橋幸町店 東京都板橋区幸町４０-３

1107 スギ薬局　志村坂下店 東京都板橋区坂下１-２１-１４

1108 スギ薬局　赤塚新町店 東京都板橋区赤塚新町２-１-５　シティライフ赤塚１Ｆ

1109 日本調剤　上町薬局 東京都板橋区大谷口上町２８-９

1110 スギ薬局　西台店 東京都板橋区高島平１-７６-９　初穂マンション西台１Ｆ

1111 さくら薬局　高島平東口店 東京都板橋区高島平８-５-１０　ＭＡビル１Ｆ

1112 おおつき薬局 東京都板橋区大山東町５６-１２

1113 ケイワ薬局　板橋本町店 東京都板橋区大和町１４-１２

1114 ケイワ薬局　大和町店 東京都板橋区大和町１６-７　メゾン大和町１Ｆ

1115 ケイワ薬局　板橋区役所前店 東京都板橋区板橋２-６６-１６　板橋２６６ビル

1116 ケイワ薬局　赤塚店 東京都板橋区赤塚５-１-４

1117 ファーコス薬局　ミナミ堂 東京都板橋区高島平２-３３-７　１０５

1118 さくら薬局　赤塚新町店 東京都板橋区赤塚新町３-５-１４

1119 日本調剤　ときわ台薬局 東京都板橋区常盤台１-２-３

1120 日本調剤　高島平薬局 東京都板橋区高島平２-３３-７　１０３号

1121 パル薬局　蓮根店 東京都板橋区坂下１-３５-１６

1122 さくら薬局　板橋蓮沼店 東京都板橋区蓮沼町２０-１２

1123 さくら薬局　下赤塚店 東京都板橋区赤塚新町１-２４-３

1124 日本調剤　上板橋薬局 東京都板橋区上板橋２-３６-１

1125 サンシティ調剤薬局 東京都板橋区中台３-２７-７　２０７号

1126 板橋鈴薬局 東京都板橋区板橋３-６-１１　１Ｆ

1127 上板橋鈴薬局 東京都板橋区常盤台４-３５-１２　１０１号

1128 西台鈴薬局 東京都板橋区蓮根３-９-１１　ライオンズプラザ西台駅前１ＦＢ

1129 大山鈴薬局 東京都板橋区大山東町１８-４　北岡ビル１Ｆ

1130 日本調剤　成増薬局 東京都板橋区成増２-２１-４　１Ｆ

1131 龍生堂薬局　大山店 東京都板橋区栄町１９-６

1132 はすね鈴薬局 東京都板橋区蓮根２-３１-３　１Ｆ

1133 さくら薬局　本店 東京都板橋区大谷口上町２８-１１

1134 さくら薬局　小茂根店 東京都板橋区小茂根４-９-１０　酒井ビル１Ｆ

1135 ハジメ薬局 東京都板橋区成増３-４-１６

1136 さくら薬局　板橋店 東京都板橋区大谷口上町２９-８

1137 スギ薬局　高島平店 東京都板橋区高島平１-５４-１６　ローヤル高穂１Ｆ

1138 練馬区 スギ薬局　大泉学園店 東京都練馬区大泉学園町６-１１-４２

1139 スギ薬局　東大泉店 東京都練馬区東大泉３-２-１５　島崎ビル１Ｆ

1140 スギ薬局　保谷駅北口店 東京都練馬区南大泉５-３５-２３　モアメーム１Ｆ

1141 スギ薬局　練馬三原台店 東京都練馬区三原台１-７-５

1142 ファーコス薬局　学園緑町 東京都練馬区大泉学園町６-１０-１８

1143 スギ薬局　上石神井店 東京都練馬区上石神井３-４-７　パークヒルズ．Ｋ　１Ｆ

1144 日本調剤　高野台薬局 東京都練馬区高野台１-７-３　ＮＦプラザ３　１Ｆ

1145 日本調剤　マグノリア薬局 東京都練馬区高野台１-８-９　マグノリア横山ビル１Ｆ

1146 スギ薬局　練馬早宮店 東京都練馬区早宮４-３９-９　フィオーレ豊島園１　１Ｆ００１

1147 スギ薬局　練馬豊玉北店 東京都練馬区豊玉北３-６-２３

1148 ファーコス薬局　錦 東京都練馬区錦１-２０-１７　サンハイツフジ１０１

1149 ファーコス薬局　東大泉 東京都練馬区東大泉７-６-７　センチュリー東大泉１０７

1150 ファーコス薬局　学園中央 東京都練馬区大泉学園町４-２２-６　松井ビル１Ｆ
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1151 ファーコス薬局　学園五丁目 東京都練馬区大泉学園町５-７-２３

1152 ココカラファイン薬局　練馬光が丘店 東京都練馬区田柄５-１６-５　ＣＣＬＩＮＩＣ　ＨＩＫＡＲＩＧＡＯＫＡ１Ｆ

1153 ファーコス薬局　学園東町 東京都練馬区大泉学園町７-５-６

1154 ファーコス薬局　大泉学園 東京都練馬区大泉学園町６-１１-４０　松下ビル１Ｆ

1155 ファーコス薬局　光が丘 東京都練馬区田柄５-１４-１１　グリーンシティ恵マンション１Ｆ

1156 日本調剤　小竹向原薬局 東京都練馬区小竹町２-３-１　Ｇｒａｎｄｅ　Ｋｏｔａｋｅ　１０５

1157 日本調剤　石神井公園薬局 東京都練馬区石神井町３-２１-９　第３島光ビル１Ｆ

1158 日本調剤　練馬桜台薬局 東京都練馬区桜台１-８-４　丸菱ビル１Ｆ

1159 ファーコス薬局　高松 東京都練馬区高松１-４２-１８　クラウンレインボー１Ｆ

1160 鈴薬局　光が丘店 東京都練馬区高松４-６-５　山中ビル１０２

1161 練馬鈴薬局 東京都練馬区旭丘１-２４-５

1162 鈴薬局　学園通り店 東京都練馬区大泉学園町１-２８-５　ハピネスオミノ１Ｆ　１０１

1163 ネリマ薬局 東京都練馬区練馬１-２６-１８　ＫＮホープ１Ｆ

1164 鈴薬局　春日町店 東京都練馬区春日町３-３１-１７　ラフィーネ春日町１Ｆ

1165 ひまわり薬局　西大泉店 東京都練馬区西大泉５-２-２

1166 ひまわり薬局　駅前店 東京都練馬区東大泉１-３０-１０　岡野ビル１Ｆ

1167 ひまわり薬局　都民農園店 東京都練馬区大泉学園町６-２７-４３

1168 ひまわり薬局 東京都練馬区大泉学園町７-３-１６

1169 さくら薬局　大泉学園店 東京都練馬区大泉学園町４-１-２２　メゾン・サフィニア１０２号

1170 さくら薬局　谷原店 東京都練馬区三原台２-１-１　木田ビル　１０２号

1171 スギ薬局　関町北店 東京都練馬区関町北５-１-３

1172 スギ薬局　練馬豊玉店 東京都練馬区豊玉中３-１２-１１　東武ストア練馬豊玉店２Ｆ

1173 セガミ薬局　練馬店 東京都練馬区中村北１-１０-１２　サン・イーストビル１Ｆ

1174 スギ薬局　富士見台店 東京都練馬区富士見台２-１-１５

1175 スギ薬局　石神井台店 東京都練馬区石神井台２-３５-３８

1176 スギ薬局　練馬三丁目店 東京都練馬区練馬３-２３-１　ベルデ１Ｆ

1177 足立区 ファーコス薬局　回生堂 (R03.02請求まで) 東京都足立区関原１-７-４

1178 スギ薬局　西新井店 東京都足立区西新井７-１４-２０

1179 さくら薬局　鹿浜店 東京都足立区鹿浜５-６-１６

1180 スギ薬局　足立栗原店 東京都足立区栗原４-１６-１

1181 なごみ薬局 東京都足立区島根３-８-１　山一ビル島根Ｉ　１Ｆ-Ａ号

1182 日本調剤　西新井薬局 東京都足立区栗原３-１０-１９　東武大師前サンライトマンション３号館１Ｆ

1183 日本調剤　北千住薬局 東京都足立区千住２-４６　大室ビル１Ｆ・２Ｆ

1184 日本調剤　竹ノ塚薬局 東京都足立区竹の塚６-９-４

1185 綾瀬鈴薬局 東京都足立区綾瀬３-２８-７　１０３号

1186 元町だるま薬局 東京都足立区千住柳町１８-１１

1187 さくら薬局　青井店 東京都足立区青井３-２１-１

1188 ココカラファイン薬局　ハートアイランド店 東京都足立区新田３-３４-５　日土地新田ビル１Ｆ

1189 葛飾区 さくら薬局　堀切店 東京都葛飾区堀切７-５-４

1190 スギ薬局　葛飾青戸店 東京都葛飾区青戸４-２１-２６

1191 スギ薬局　葛飾白鳥店 東京都葛飾区白鳥４-１０-１７　コープ葛飾白鳥店１Ｆ

1192 ファーコス薬局　柴又 東京都葛飾区柴又１-４３-１０

1193 スギ薬局　西新小岩店 東京都葛飾区西新小岩４-２５-１７　第一小山ビル１Ｆ

1194 日本調剤　葛飾薬局 東京都葛飾区青戸６-１７-１５

1195 日本調剤　立石駅前薬局 東京都葛飾区立石１-１５-５

1196 日本調剤　亀有薬局 東京都葛飾区亀有３-２５-１

1197 オリーブ薬局 (R03.03請求から) 東京都葛飾区金町６-４-２　ラヴィクレール金町１Ｆ

1198 さくら薬局　立石店 東京都葛飾区立石８-１-２　グレイスカメリア１０１

1199 日本調剤　新青戸薬局 東京都葛飾区青戸６-１９-２１

1200 日本調剤　青砥駅前薬局 東京都葛飾区青戸３-３９-１１
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1201 クレール薬局 東京都葛飾区新小岩２-９-１４　長尾第２ビル１Ｆ

1202 あおば薬局　亀有店 東京都葛飾区亀有１-２５-２３

1203 ココカラファイン薬局　亀有店 東京都葛飾区亀有３-７-７　サンセリテ鞠子ビル１Ｆ

1204 江戸川区 スギ薬局　江戸川瑞江店 東京都江戸川区瑞江４-２９-１０

1205 スギ薬局　江戸川南店 東京都江戸川区中央２-１５-１１

1206 日本調剤　小岩薬局 東京都江戸川区北小岩６-１５-５　第二石井ビル１Ｆ・２Ｆ

1207 さくら薬局　篠崎店 東京都江戸川区篠崎町７-１５-１２　ＳＫ篠崎１Ｆ

1208 さくら薬局　一之江店 東京都江戸川区一之江７-４９-５　ＩＭＳクレイドル１Ｆ

1209 ファーコス薬局　平井 東京都江戸川区平井３-２４-１７

1210 日本調剤　小岩南口薬局 東京都江戸川区北小岩２-７-５

1211 日本調剤　南小岩薬局 東京都江戸川区南小岩７-２７-１４　吉邦ビル１Ｆ

1212 マリーン薬局 (R03.03請求から) 東京都江戸川区一之江８-１５-１７　クリアウエスト１Ｆ

1213 日本調剤　葛西薬局 東京都江戸川区東葛西６-２-１０　モリビル１Ｆ

1214 日本調剤　西葛西駅前薬局 東京都江戸川区西葛西６-７-２

1215 スギ薬局　江戸川中央店 東京都江戸川区中央３-１２-１４　ＮＴＴ江戸川ビル本館１Ｆ

1216 西小岩薬局 東京都江戸川区西小岩１-２０-２５

1217 スギ薬局　南小岩店 東京都江戸川区南小岩６-２７-１６　Ｔｈｅ　Ｄｏｍｅ　池田ビル２Ｆ

1218 八王子市 ノムラ薬局　東浅川店 東京都八王子市東浅川町５１９-３

1219 さくら薬局　新町店 東京都八王子市新町７-１２

1220 さくら薬局　南新町店 東京都八王子市南新町１３-２１

1221 横川町薬局 東京都八王子市横川町１０８-１５０

1222 さくら薬局　恩方店 東京都八王子市西寺方町３３３-６

1223 さくら薬局　大和田店 東京都八王子市大和田町３-８-８

1224 さくら薬局　上壱分方店 東京都八王子市上壱分方町５７７-８

1225 アークス薬局　明神町店 東京都八王子市明神町４-３-９　クリオ京王八王子ビサイド１０２

1226 さくら薬局　打越店 東京都八王子市打越町１１９７-１

1227 ファイン薬局　小宮店 東京都八王子市小宮町１１６５-２

1228 かのうや薬局　横川店 東京都八王子市横川町５６９-９

1229 サクラ薬局　横川店 東京都八王子市横川町５４９-２１

1230 さくら薬局　横山町店 東京都八王子市横山町１１-５

1231 スギ薬局　八王子別所店 東京都八王子市別所２-４１-１

1232 ノムラ薬局　八王子中町店 東京都八王子市中町５-１０

1233 ノムラ薬局　八王子店 東京都八王子市明神町４-１-２　ストーク八王子１０１号

1234 日本調剤　アークス薬局 東京都八王子市明神町４-３-８

1235 ノムラ薬局　東中野店 東京都八王子市東中野７９-２

1236 マロン薬局　西片倉店 東京都八王子市西片倉３-１-４　１Ｆ

1237 ノムラ薬局　高尾店 東京都八王子市東浅川町３３６-１３

1238 ミネ薬局　南大沢店 東京都八王子市南大沢２-２　パオレ４Ｆ

1239 公園前薬局 東京都八王子市明神町４-８-１３　エス・アイ・シービル

1240 スギ薬局　八王子店 東京都八王子市中町４-５

1241 日本調剤　八王子薬局 東京都八王子市明神町４-９-７　京王八王子西口ビル１Ｆ

1242 マロン薬局　みなみ野店 東京都八王子市西片倉３-１-３　１Ｆ

1243 日本調剤　大和田薬局 東京都八王子市大和田町７-１８-６

1244 ノムラ薬局　大和田5丁目店 東京都八王子市大和田町５-２６-１５　グランドールＭ＆Ｋ　１Ｆ

1245 さくら薬局　八王子散田店 東京都八王子市散田町３-８-２４　茂和ビル１Ｆ

1246 さくら薬局　八王子明神店 東京都八王子市明神町４-２-７　秀和八王子レジデンス第１ビル１０３

1247 さくら薬局　西八王子店 東京都八王子市散田町３-８-２

1248 日本調剤　八王子南口薬局 東京都八王子市子安町１-１-３　南口第二ビル１Ｆ

1249 さくら薬局　八王子みなみ野店 東京都八王子市七国４-１４-１

1250 さくら薬局　八王子駅前店 東京都八王子市旭町１２-１２
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1251 スギ薬局　八日町店 東京都八王子市八日町８-１　ビュータワー八王子１Ｆ

1252 立川市 スギ薬局　立川錦町店 東京都立川市錦町１-１８-６　石塚家具店１Ｆ

1253 さくら薬局　立川店 東京都立川市錦町１-１７-１３

1254 日本調剤　立川薬局 東京都立川市錦町４-５-１

1255 龍生堂薬局　立川店 東京都立川市柴崎町２-１-５

1256 スギ薬局　立川柴崎店 東京都立川市柴崎町３-４-１０　小川ビル１Ｆ

1257 武蔵野市 ファーコス薬局　武蔵野 東京都武蔵野市西久保２-２-１６　小川ビル１Ｆ

1258 スギ薬局　武蔵野緑町店 東京都武蔵野市緑町１-３-１５

1259 日本調剤　武蔵野薬局 東京都武蔵野市境南町２-２８-１２

1260 スギ薬局　吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺本町１-８-３　三松ビル２Ｆ

1261 日本調剤　武蔵境薬局 東京都武蔵野市境１-１５-１０　イストワール１Ｆ　１０１号Ａ

1262 さくら薬局　武蔵野境南店 東京都武蔵野市境南町２-１３-７　リブレハウス１Ｆ

1263 さくら薬局　武蔵野境４丁目店 (R03.03請求から) 東京都武蔵野市境４-３-１３　サンパレス桜橋１Ｆ

1264 たま調剤薬局　境店 (R03.03請求から) 東京都武蔵野市境１-１８-４

1265 さくら薬局　武蔵野中町店 (R03.03請求から) 東京都武蔵野市中町３-３-２　ベルジュール武蔵野１０３

1266 吉祥寺サン薬局 東京都武蔵野市吉祥寺南町１-６-１　吉祥寺スバルビル２Ｆ

1267 スギ薬局　吉祥寺南町店 東京都武蔵野市吉祥寺南町２-１７-１

1268 三鷹市 スギ薬局　三鷹深大寺店 東京都三鷹市深大寺１-１４-３６

1269 日本調剤　三鷹台薬局 東京都三鷹市井の頭２-１-１７　石伊ビル弐　１０２

1270 ココカラファイン薬局　三鷹店 東京都三鷹市下連雀３-３４-１５　１０１号室

1271 さくら薬局　三鷹店 東京都三鷹市北野４-５-３３

1272 さくら薬局　三鷹上連雀店 東京都三鷹市上連雀４-１-１１　ＦＭミタカビル１Ｆ

1273 さくら薬局　三鷹シティハイツ店 東京都三鷹市上連雀４-３-５　上連雀シティハイツ１Ｆ

1274 さくら薬局　三鷹南口店 東京都三鷹市下連雀３-１５-１

1275 さくら薬局　三鷹下連雀店 東京都三鷹市下連雀４-８-３９

1276 日本調剤　下連雀薬局 東京都三鷹市下連雀６-６-３８

1277 たま調剤薬局　下連雀店 (R03.03請求から) 東京都三鷹市下連雀３-６-５１　カーザパッセロ１０１

1278 たま調剤薬局　上連雀店 (R03.03請求から) 東京都三鷹市上連雀２-４-７

1279 たま調剤薬局　野崎店 (R03.03請求から) 東京都三鷹市野崎３-１８-１９

1280 すずらん薬局 東京都三鷹市下連雀８-３-７

1281 青梅市 ファイン薬局　青梅店 東京都青梅市仲町２５９-１

1282 ファイン薬局　河辺店 東京都青梅市河辺町４-２０-４

1283 ファーコス薬局　青梅 東京都青梅市大門３-４-３

1284 府中市 しんわ薬局　けやき通り店 東京都府中市寿町１-４-１８

1285 親和薬局　府中店 東京都府中市府中町１-１-５　高木ビルＢ１

1286 しんわ薬局　寿町店 東京都府中市寿町１-３-１０-１０１

1287 親和薬局　栄町店 東京都府中市栄町２-１０-１１

1288 親和薬局　西原町店 東京都府中市西原町２-１８-１

1289 しんわ薬局　府中警察署前店 東京都府中市府中町２-９-１６　ウェルーチアビル１Ｆ

1290 ファーコス薬局　府中 東京都府中市緑町１-１６-５

1291 ファーコス薬局　小柳町 東京都府中市小柳町４-４８-２０

1292 ココカラファイン薬局　府中駅前店 東京都府中市府中町１-１-２　ヒューリック府中ビル１Ｆ

1293 ココカラファイン薬局　府中けやき通り店 東京都府中市宮西町１-５-１　フラココ第８ビル１Ｆ

1294 ココカラファイン薬局　分倍河原店 東京都府中市片町２-２２-３１

1295 昭島市 ファイン薬局　昭島店 東京都昭島市拝島町２-１６-１４

1296 さくら薬局　昭島中神店 東京都昭島市中神町１２６０

1297 さくら薬局　昭島福島店 東京都昭島市福島町９０８-１４

1298 ココカラファイン薬局　昭和店 東京都昭島市昭和町５-１５-１７

1299 調布市 さくら薬局　調布店 東京都調布市下石原３-４０-８

1300 さくら薬局　国領店 東京都調布市国領町８-２-９　ライフタウン国領　４号棟
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1301 しんわ薬局　狛江通り店 東京都調布市国領町８-１-２０

1302 日本調剤　仙川薬局 東京都調布市仙川町１-１８-５

1303 日本調剤　調布薬局 東京都調布市小島町１-１４-３　ヒューリック調布１Ｆ

1304 仙川鈴薬局 東京都調布市仙川町２-１８-８　ハイツ斉藤１０２

1305 ココカラファイン薬局　柴崎店 東京都調布市菊野台２-２３-５　サニーアイランドビル１Ｆ

1306 ココカラファイン薬局　入間町店 東京都調布市入間町３-１０-４　カースルダイユービル

1307 ココカラファイン薬局　国領店 東京都調布市国領町２-５-１５　コクティ１Ｆ

1308 ココカラファイン薬局　仙川店 東京都調布市仙川町１-１８-２

1309 スギ薬局　調布布田店 東京都調布市布田２-２１-１

1310 町田市 スギ薬局　南町田店 東京都町田市南町田１-１３-５０

1311 スギ薬局　町田旭町店 東京都町田市旭町１-２４-１　ままともプラザ町田店　Ｂ１Ｆ

1312 スギ薬局　町田森野店 東京都町田市森野６-５６-１

1313 さくら薬局　袋橋店 東京都町田市野津田町７３８-１

1314 しんわ薬局　玉川学園店 東京都町田市玉川学園２-１-２６

1315 しんわ薬局　野津田店 東京都町田市野津田町１０８２-１

1316 ココカラファイン薬局　南町田グランベリーパーク店 東京都町田市鶴間３-３-１　南町田グランベリーパーク１Ｆ

1317 さくら薬局　町田大蔵店 東京都町田市大蔵町３１６５

1318 しんわ薬局　小山店 東京都町田市小山町３１８９-２

1319 日本調剤　町田薬局 東京都町田市旭町１-１０-９

1320 スギ薬局　町田金森東店 東京都町田市金森東２-９-２５

1321 日本調剤　新町田薬局 東京都町田市森野１-３４-１３　町田薬品ビル１Ｆ

1322 スギ薬局　町田小川店 (R03.02請求から) 東京都町田市小川４-１７-１８

1323 ココカラファイン薬局　成瀬店 東京都町田市成瀬４-１-３

1324 ココカラファイン薬局　すずかけ台駅前店 東京都町田市南つくし野３-５-９

1325 スギ薬局　町田高ヶ坂店 東京都町田市高ケ坂５-１５-１４

1326 さくら薬局　本町田店 東京都町田市本町田４３９４-９

1327 ココカラファイン薬局　町田店 東京都町田市原町田３-２-１　原町田中央ビル２Ｆ

1328 スギ薬局　ミーナ町田店 東京都町田市原町田４-１-１７　ミーナ町田２Ｆ

1329 スギ薬局　コピオ多摩境店 東京都町田市小山ケ丘４-５-２　コピオ多摩境店内

1330 スギ薬局　原町田店 東京都町田市原町田３-４-２

1331 小金井市 さくら薬局　小金井本町店 東京都小金井市本町１-５-６　第二星野ハイム１Ｆ

1332 たま調剤薬局　東町店 (R03.03請求から) 東京都小金井市東町３-１１-１８

1333 グリーンベル薬局 東京都小金井市本町５-１１-７　１Ｆ

1334 日本調剤　武蔵小金井薬局 東京都小金井市本町１-９-７　大嶋ビル１Ｆ

1335 根本薬局 東京都小金井市東町４-２０-１

1336 ココカラファイン薬局　小金井店 東京都小金井市本町１-８-１４　サンリープ小金井１Ｆ

1337 小平市 スギ薬局　上水本町店 東京都小平市上水本町２-１-６

1338 さくら薬局　小平学園東店 東京都小平市学園東町１-４-３３　ロイヤルヴィーゼ一橋学園１Ｆ

1339 日本調剤　花小金井薬局 東京都小平市花小金井６-１-１　アワノビル１Ｆ

1340 グリーンベル薬局　学園東町店 東京都小平市学園東町３-３-１９　ドミールＡ　１０２

1341 さくら薬局　小平美園町店
東京都小平市美園町１-２-２１　ライオンズグローベル小平ブランニューフォート１Ｆ
１０３号

1342 スギ薬局　小平東店 東京都小平市天神町３-１２-７

1343 さくら薬局　小平萩山店 東京都小平市小川東町４-６-１２

1344 日野市 ノムラ薬局　太陽店 東京都日野市豊田４-３５-１４

1345 ふじ薬局　ひの店 東京都日野市新町１-２０-６　ラ・フィーネビル１０２

1346 さくら薬局　豊田店 東京都日野市豊田２-２２-２

1347 さくら薬局　南平店 東京都日野市南平７-１８-５０

1348 親和薬局　日野店 東京都日野市日野本町４-２-１０

1349 ふじ薬局　桜店 東京都日野市栄町１-３-１

1350 親和薬局　万願荘店 東京都日野市日野１０７７-１２５
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1351 たから薬局　高幡不動店 東京都日野市高幡１００９-４　京王アンフィール高幡１Ｆ

1352 ノムラ薬局 東京都日野市多摩平６-３２-８

1353 ノムラ薬局　豊田店 東京都日野市豊田３-４２-１０

1354 ノムラ薬局　豊田北口店 東京都日野市多摩平１-２-１　第１ビル１Ｆ

1355 ノムラ薬局　日野本町店 東京都日野市日野本町１-１２-１９

1356 ノムラ薬局　南平店 東京都日野市南平９-４０-６　増子ビル１Ｆ

1357 ノムラ薬局　市立病院前店 東京都日野市多摩平５-１６-６

1358 ノムラ薬局　西平山店 東京都日野市西平山１-２-３

1359 清水薬局　本店 東京都日野市多摩平３-１２-３　福博ビル１Ｆ

1360 清水薬局　多摩平二丁目店 東京都日野市多摩平２-５-３　豊田パールハイツ１Ｆ

1361 清水薬局　多摩平新店 東京都日野市多摩平１-４-５　藤和ビル１Ｆ

1362 清水薬局　多摩平ファーマシー 東京都日野市多摩平１-４-１９　藤ビル１Ｆ

1363 ノムラ薬局　高幡駅前店 東京都日野市高幡３-１６

1364 ノムラ薬局　豊田南店 東京都日野市豊田３-３２-４　ノムラメディカルビル１Ｆ

1365 ぷっく薬局 東京都日野市多摩平６-３７-３　メゾン田中１０１号室

1366 清水薬局　多摩平店 東京都日野市多摩平１-４-７　佐々木ビル１Ｆ

1367 龍生堂薬局　高幡不動店 東京都日野市高幡３１８

1368 セイジョー薬局　日野駅前店 東京都日野市日野本町３-１４-１８　谷井ビル１Ｆ

1369 東村山市 スギ薬局　東村山秋津店 東京都東村山市秋津町３-８-４

1370 スギ薬局　コープ秋津町店 東京都東村山市秋津町２-１８-２　コープ東村山秋津町店１Ｆ

1371 スギ薬局　恩多町店 東京都東村山市恩多町５-２４-１

1372 日本調剤　萩山薬局 東京都東村山市萩山町２-１-１

1373 けやき調剤薬局 東京都東村山市青葉町２-２５-１

1374 青葉調剤薬局 東京都東村山市青葉町２-１-１７

1375 さくら薬局　東村山美住店 東京都東村山市美住町１-４-５

1376 スギ薬局　ラーレ東村山店 東京都東村山市久米川町３-１-４

1377 国分寺市 スギ薬局　国分寺駅北口店 東京都国分寺市本町４-１３-６　セントラルビル１Ｆ

1378 龍生堂薬局　国立店 東京都国分寺市光町１-４１-６　プラース弐番館１Ｆ

1379 ノムラ薬局　国分寺店 東京都国分寺市本多２-３-３

1380 日本調剤　国分寺薬局 東京都国分寺市南町３-１５-６　小林ビル１Ｆ

1381 ココカラファイン薬局　国分寺駅前通り店 東京都国分寺市本町２-１０-９　島田ビル１Ｆ

1382 国立市 スギ薬局　国立中店 東京都国立市中１-１４-１２

1383 さくら薬局　国立駅前店 東京都国立市北１-７-１　クレッセント国立ディアナプレイス１２５Ａ

1384 福生市 日本調剤　福生薬局 東京都福生市加美平１-１３-１

1385 日本調剤　加美薬局 東京都福生市加美平１-６-１３

1386 牛浜鈴薬局 東京都福生市牛浜１５８　メディカル・ビーンズ１Ｆ

1387 スギ薬局　福生店 東京都福生市熊川９８１-７

1388 狛江市 スギ薬局　狛江店 東京都狛江市和泉本町３-３１-１１

1389 しんわ薬局　一の橋店 東京都狛江市岩戸北３-１４-２１-１０４

1390 さくら薬局　狛江和泉本町店 東京都狛江市和泉本町４-１０-４

1391 ココカラファイン薬局　狛江店 東京都狛江市東和泉１-１９-２　エスポワールＭ　１Ｆ

1392 東大和市 龍生堂薬局　村山店 東京都東大和市上北台２-９１６-６

1393 しんわ薬局　桜が丘店 東京都東大和市桜が丘２-２０４-３

1394 龍生堂薬局　桜が丘店 東京都東大和市桜が丘３-４４-１７

1395 スギ薬局　東大和店 東京都東大和市向原４-２２-２

1396 清瀬市 日本調剤　フジ薬局 東京都清瀬市元町２-２-２１

1397 日本調剤　野塩薬局 東京都清瀬市野塩４-２２３-１

1398 日本調剤　ひろ薬局 東京都清瀬市元町１-１３-２９

1399 日本調剤　まつやま薬局 東京都清瀬市松山２-１０-７

1400 日本調剤　旭が丘薬局 東京都清瀬市旭が丘１-６１９-１５
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1401 日本調剤　清瀬南口薬局 東京都清瀬市松山１-２７-４　Ｍ＆Ｓビル

1402 東邦薬局　清瀬松山店 東京都清瀬市松山１-４-１９　第２清瀬プラザビル４Ｆ

1403 さくら薬局　清瀬梅園店 東京都清瀬市梅園１-１-２

1404 スギ薬局　清瀬店 東京都清瀬市元町２-２６-１４

1405 ココカラファイン薬局　清瀬店 東京都清瀬市松山１-１０-１

1406 東久留米市 スギ薬局　東久留米上の原店 東京都東久留米市上の原１-４-１０

1407 さくら薬局　東久留米駅北口店 東京都東久留米市東本町７-１５

1408 さくら薬局　東久留米本町店 東京都東久留米市本町３-２-５　ザ・ウィンベル東久留米Ａ-１０７

1409 スギ薬局　東久留米駅前店 東京都東久留米市本町１-３-３３

1410 スギ薬局　東久留米下里店 東京都東久留米市下里４-４-５９

1411 武蔵村山市 スギ薬局　残堀店 東京都武蔵村山市残堀５-１２６-２

1412 多摩市 龍生堂薬局　永山調剤店 東京都多摩市永山１-４　グリナード永山５Ｆ

1413 龍生堂薬局　多摩センター店 東京都多摩市落合１-４４　丘の上プラザ１０１

1414 龍生堂薬局　ベルブ永山店 東京都多摩市永山１-５　ベルブ永山２Ｆ

1415 しんわ薬局　落川店 東京都多摩市落川１３３２

1416 しんわ薬局　関戸店 東京都多摩市関戸４-９-３

1417 サンリ薬局　みゆき橋店 東京都多摩市連光寺１-８-６

1418 ノムラ薬局　桜ヶ丘店 東京都多摩市関戸１-１１-３

1419 しんわ薬局　永山店 東京都多摩市永山６-８-２

1420 サンリ薬局　多摩店 東京都多摩市連光寺２-１９-８

1421 しんわ薬局　貝取店 東京都多摩市貝取１-４８-３

1422 龍生堂薬局　永山店 東京都多摩市永山１-４　グリナード永山３Ｆ

1423 クラフト薬局　聖蹟桜ヶ丘駅東口店 東京都多摩市関戸２-４０-２７　ＳＡラッシュビル１Ｆ

1424 日本調剤　永山薬局 東京都多摩市永山１-３-３　多摩ニュータウンプラザ永山２０１号室

1425 ココカラファイン薬局　多摩センター店 東京都多摩市落合１-３２-３　ＧＡ多摩ｂｌｄｇ　１Ｆ

1426 稲城市 サンリ薬局　長峰店 東京都稲城市長峰２-２-２-２

1427 さくら薬局　稲城平尾店 東京都稲城市平尾１-４９-６　山王ビル１０３

1428 羽村市 スギ薬局　コピオ羽村店 東京都羽村市神明台２-３-１３　コピオ羽村１Ｆ

1429 あきる野市 あい薬局 東京都あきる野市秋川３-５-６

1430 西東京市 ファーコス薬局　田無 東京都西東京市田無町４-１７-１８　ドミール田無１Ｆ

1431 スギ薬局　西東京北原町店 東京都西東京市北原町３-３-５４

1432 西多摩郡瑞穂町 ファーコス薬局　瑞穂 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎２６１０-１４

1433 神奈川県 横浜市鶴見区 スギ薬局　東寺尾店 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾１-４-１３　アビタシオン東寺尾１Ｆ

1434 イムノファーマシー 神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町８-２

1435 イムノファーマシー分店 神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町１１-１７

1436 かもめ薬局 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町１８-９

1437 浅川薬局 神奈川県横浜市鶴見区仲通１-５８-８

1438 日本調剤　東中町薬局 神奈川県横浜市鶴見区市場東中町８-７

1439 日本調剤　鶴見西口薬局 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町１７-２　互省ビル１Ｆ

1440 ウイン調剤薬局　北寺尾店 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾６-５-３０

1441 ウイン調剤薬局　東寺尾店 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台３３-１２

1442 日本調剤　鶴見駅前薬局 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４-１-３

1443 さくら薬局　鶴見栄町店 神奈川県横浜市鶴見区栄町通４-４６-４

1444 横浜市神奈川区 サンリ薬局　白幡店 神奈川県横浜市神奈川区白幡向町６-３０-１０１

1445 しんわ薬局　子安店 神奈川県横浜市神奈川区七島町１２８

1446 仙昌堂薬局　白楽店 神奈川県横浜市神奈川区白楽１００

1447 しんわ薬局　大口店 神奈川県横浜市神奈川区七島町１２８

1448 日本調剤　大口薬局 神奈川県横浜市神奈川区入江２-１９-１８

1449 かたくら薬局 神奈川県横浜市神奈川区片倉１-１６-１０　ウサミアメニティファインビル

1450 シオン薬局　神大寺店 神奈川県横浜市神奈川区神大寺３-１-１４
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1451 カトレア薬局 (R03.03請求から) 神奈川県横浜市神奈川区六角橋１-４-３

1452 日本調剤　東神奈川薬局 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１-６-１　サクラピアビル３Ｆ

1453 日本調剤　鶴屋町薬局 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町２-２５-１　横浜ＹＳ西口ビル１Ｆ

1454 日本調剤　新子安薬局
神奈川県横浜市神奈川区新子安１-２-４　オルトヨコハマビジネスセンター１Ｆ　Ｅ０４
区画

1455 スギ薬局　大口店 神奈川県横浜市神奈川区神之木町７-５　ライフ大口店２Ｆ

1456 横浜市西区 秋本薬局　横浜西口４号店 神奈川県横浜市西区南幸２-１１-１　横浜エム・エスビル１Ｆ

1457 川田薬局　横浜西口STビル店 神奈川県横浜市西区北幸１-１１-１５　横浜ＳＴビルＢ１Ｆ

1458 川田薬局　横浜西口天理ビル店 神奈川県横浜市西区北幸１-４-１　天理ビルＢ１Ｆ

1459 川田薬局　藤棚店 神奈川県横浜市西区藤棚町１-９５-１

1460 日本調剤　ランドマーク薬局 神奈川県横浜市西区みなとみらい２-２-１　ランドマークタワー７Ｆ

1461 日本調剤　ＭＭパーク薬局 神奈川県横浜市西区みなとみらい３-６-３　ＭＭパークビル１Ｆ

1462 秋本薬局　横浜西口店 神奈川県横浜市西区南幸２-１７-５　西口第二甘糟ビルディング１Ｆ

1463 日本調剤　元久保薬局 神奈川県横浜市西区元久保町６-７

1464 秋本薬局　横浜西口３号店 神奈川県横浜市西区南幸２-１４-１５

1465 日本調剤　ＭＭセンター薬局 神奈川県横浜市西区みなとみらい３-６-１　みなとみらいセンタービル１Ｆ　１-２-１

1466 秋本薬局　横浜西口２号店 神奈川県横浜市西区南幸２-２０-１２

1467 共創未来　平沼薬局 神奈川県横浜市西区平沼１-２-１２

1468 横浜市中区 ファーコス薬局　カンナイ 神奈川県横浜市中区真砂町２-１２　関内駅前第一ビル１Ｆ

1469 長者町薬局 神奈川県横浜市中区長者町１-３-７　長者町福神ビル１Ｆ

1470 日本調剤　元町薬局 神奈川県横浜市中区山下町２７３　ＪＰＴ元町ビル１Ｆ

1471 日本調剤　元町通り薬局 神奈川県横浜市中区石川町１-１１

1472 日本調剤　関内駅前薬局 神奈川県横浜市中区真砂町２-２６　関内中央ビル１Ｆ　Ｄ１０１号室

1473 日本調剤　石川町薬局 神奈川県横浜市中区吉浜町１-９　エトアール吉浜１Ｆ

1474 日本調剤　野毛薬局 神奈川県横浜市中区野毛町３-１６０-４　ちぇるる野毛２Ｆ

1475 スギ薬局　日本大通り店 神奈川県横浜市中区本町１-４　プライムメゾン横濱日本大通１Ｆ

1476 スギ薬局　関内店 神奈川県横浜市中区尾上町１-８　関内新井ビルディング１Ｆ

1477 横浜市南区 あけぼの薬局 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷中町１５６　井土ヶ谷ビル１Ｆ

1478 あけぼの薬局　浦舟店 神奈川県横浜市南区浦舟町１-１-２４　メディカル浦舟１０１

1479 川田薬局　浦舟店 神奈川県横浜市南区浦舟町４-５０-４　１Ｆ

1480 みどり薬局 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町２１３　Ｂ１Ｆ

1481 日本調剤　浦舟薬局 神奈川県横浜市南区浦舟町４-４７　メディカルコートマリス１Ｆ

1482 さくら薬局　横浜六ツ川店 神奈川県横浜市南区六ツ川３-７９-１５

1483 さくら薬局　横浜六ツ川1丁目店 神奈川県横浜市南区六ツ川１-８７３-３１

1484 さくら薬局　横浜中島店 神奈川県横浜市南区中島町４-８５　織田ビル１Ｆ

1485 横浜市保土ケ谷区 日本調剤　星川薬局 神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川２-４-１　星川ＳＦビル１Ｆ

1486 シオン薬局　保土ケ谷店 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町４６７-８

1487 さくら薬局　横浜新井町店 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町４５７-６

1488 ココカラファイン薬局　保土ヶ谷店 神奈川県横浜市保土ヶ谷区帷子町１-１７-３　ＹＧＹ　１Ｆ

1489 日本調剤　天王町薬局 神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町２-３８-３　ＡＴビル１Ｆ

1490 横浜市磯子区 森が丘薬局 神奈川県横浜市磯子区森が丘１-１３-１２

1491 汐見台薬局 神奈川県横浜市磯子区汐見台１-６

1492 磯子センター薬局 神奈川県横浜市磯子区洋光台１-１５-７

1493 日本調剤　根岸薬局 神奈川県横浜市磯子区東町１５-３２　モンビル横浜根岸１０３号

1494 横浜市金沢区 ファーコス薬局　能見台 神奈川県横浜市金沢区能見台通４-１３

1495 文庫西口薬局 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東３-１-３　金沢文庫第２金井ビル１Ｆ

1496 日本調剤　能見台薬局 神奈川県横浜市金沢区能見台通４-１

1497 クルーズ薬局　能見台店 (R03.02請求から) 神奈川県横浜市金沢区能見台通２-６　能見台クオレ２Ｆ　２０２号室

1498 日本調剤　六浦薬局 神奈川県横浜市金沢区六浦東１-２２-２４

1499 さくら薬局　横浜福浦店 神奈川県横浜市金沢区福浦２-９-５

1500 富岡薬局 神奈川県横浜市金沢区富岡西２-１-９
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1501 さくら薬局　横浜六浦店 神奈川県横浜市金沢区六浦東１-２０-２３

1502 日本調剤　金沢文庫薬局 神奈川県横浜市金沢区泥亀２-１１-１　峯尾ビル１Ｆ

1503 横浜市港北区 あけぼの薬局　大倉山店 神奈川県横浜市港北区大曽根１-１６-５

1504 ウグイス薬局 神奈川県横浜市港北区新羽町２０７９

1505 日本調剤　港北薬局 神奈川県横浜市港北区新横浜２-１４-６　パークシティ新横浜１Ｆ

1506 クルーズ薬局　新羽店 (R03.02請求から) 神奈川県横浜市港北区新羽町１６８５-２

1507 日本調剤　大倉山薬局 神奈川県横浜市港北区大倉山３-１-３　大和地所大倉山駅前ビル１-Ｂ

1508 日本調剤　きしね薬局 神奈川県横浜市港北区篠原町１１２９-１

1509 日本調剤　横浜本町薬局 神奈川県横浜市港北区日吉本町１-４-１９

1510 日本調剤　綱島西薬局 神奈川県横浜市港北区綱島西２-１２-１０　サンモール綱島１Ｆ

1511 日本調剤　下田町薬局 神奈川県横浜市港北区下田町２-７-１０

1512 薬樹薬局　大倉山 神奈川県横浜市港北区大倉山３-８-２８

1513 日本調剤　新横浜薬局 神奈川県横浜市港北区新横浜２-１２-８　扶桑電機ビルディング１Ｆ

1514 ホーゲン薬局 神奈川県横浜市港北区綱島東１-２-１３

1515 株式会社秋本薬局　妙蓮寺店 神奈川県横浜市港北区菊名１-４-２　妙蓮寺（第一）橘ビル

1516 日本調剤　慶應日吉薬局 神奈川県横浜市港北区日吉４-１-１　慶應義塾日吉キャンパス協生館１Ｆ

1517 さくら薬局　横浜大倉山店 神奈川県横浜市港北区大倉山３-４３-１

1518 スギ薬局　大倉山店 神奈川県横浜市港北区大倉山５-２５-１９

1519 横浜市戸塚区 安藤薬局 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１６-１　戸塚西口共同ビルＡ１０６

1520 日本調剤　大正薬局 神奈川県横浜市戸塚区原宿４-１６-１

1521 あけぼの薬局　戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区平戸２-７-８

1522 あけぼの薬局　原宿店 神奈川県横浜市戸塚区原宿４-１８-１２　サンステージ原宿Ａ棟１０１

1523 日本調剤　東戸塚調剤薬局 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３５-２　中央街区Ｄ棟３Ｆ

1524 日本調剤　戸塚薬局 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町５５

1525 日本調剤　南戸塚薬局 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４２５-１

1526 日本調剤　戸塚原宿薬局 神奈川県横浜市戸塚区原宿４-１５-７　栗田ビル１Ｆ

1527 日本調剤　戸塚駅前薬局 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４０１８-１　ザ・パークハウス戸塚フロント１Ｆ

1528 横浜市港南区 スギ薬局　港南中央店 神奈川県横浜市港南区港南中央通１２-３１　ｇｏｏｄａｙ　ｐｌａｃｅ１Ｆ

1529 丸山台薬局 神奈川県横浜市港南区丸山台２-１８-５

1530 日本調剤　上大岡薬局 神奈川県横浜市港南区上大岡西１-１６-１７

1531 日本調剤　上大岡駅前薬局 神奈川県横浜市港南区上大岡西１-１２-１１

1532 さくら薬局　横浜大久保店 神奈川県横浜市港南区大久保１-２０-５７

1533 日本調剤　上永谷駅前薬局 神奈川県横浜市港南区丸山台２-１-１　鈴栄ビル１Ｆ

1534 さくら薬局　横浜港南台５丁目店 神奈川県横浜市港南区港南台５-５-１

1535 株式会社秋本薬局　港南台店 神奈川県横浜市港南区港南台９-２８-１２　高橋ビル

1536 共創未来　上大岡薬局 神奈川県横浜市港南区上大岡西１-１９-１７

1537 さくら薬局　横浜港南台店 神奈川県横浜市港南区港南台４-１-１　テスコビル２Ｆ

1538 さくら薬局　横浜芹が谷店 神奈川県横浜市港南区芹が谷２-８-１１　芹が谷クリニックビル１Ｆ

1539 横浜市旭区 都岡マリン薬局 神奈川県横浜市旭区都岡町４２-１３

1540 有限会社三ツ境薬局 神奈川県横浜市旭区笹野台１-１-３８　ＫＮＣビル壱番館

1541 シオン薬局 神奈川県横浜市旭区川井本町１１１-６

1542 ファーコス薬局　四季 神奈川県横浜市旭区川島町１７１６

1543 日本調剤　中尾薬局 神奈川県横浜市旭区中尾２-２-２１

1544 サン薬局 神奈川県横浜市旭区二俣川１-４５-５３

1545 さくら薬局　横浜白根店 神奈川県横浜市旭区白根５-１６-３１

1546 株式会社秋本薬局　鶴ヶ峰3号店 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰２-１-２

1547 日本調剤　二俣川薬局 神奈川県横浜市旭区二俣川１-４５-４３

1548 株式会社秋本薬局　鶴ヶ峰2号店 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町１-２-１７

1549 株式会社秋本薬局　鶴ヶ峰店 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰１-１-８

1550 さくら薬局　横浜鶴ヶ峰店 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰１-２０-１０
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1551 横浜市緑区 ココカラファイン薬局　十日市場駅南口店 神奈川県横浜市緑区十日市場町８０１-１

1552 日本調剤　みなみ台薬局 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台４-４-４

1553 日本調剤　ながつた薬局 神奈川県横浜市緑区長津田３-５-１

1554 日本調剤　中山駅前薬局 神奈川県横浜市緑区中山町１５７

1555 ココカラファイン薬局　十日市場駅前店 神奈川県横浜市緑区十日市場８０１-８　ホーメストプラザ東館１０３

1556 横浜市瀬谷区 あけぼの薬局　瀬谷店 神奈川県横浜市瀬谷区南台２-８-６

1557 サクラ薬局　瀬谷店 神奈川県横浜市瀬谷区中央１９-２

1558 日本調剤　瀬谷三ツ境薬局 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境５-１　第一ミユキビル１Ｆ　１０１

1559 さくら薬局　横浜阿久和東店 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東１-１３-１８

1560 横浜市栄区 スギ薬局　飯島町店 神奈川県横浜市栄区飯島町１５２１-１

1561 さくら薬局　本郷台店 神奈川県横浜市栄区桂町２７９-１１

1562 共創未来　本郷台薬局 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷１-１５-２

1563 横浜市泉区 日本調剤　泉山手台薬局 神奈川県横浜市泉区弥生台２９-１０

1564 薬樹薬局　いずみ中央２号店 神奈川県横浜市泉区上飯田町９３９-１　メゾンドール１Ｆ　１０１

1565 ココカラファイン薬局　相鉄いずみ中央店 神奈川県横浜市泉区和泉中央南５-４-１３

1566 薬樹薬局　いずみ中央 神奈川県横浜市泉区上飯田町９４２-８

1567 さくら薬局　横浜和泉店 神奈川県横浜市泉区和泉町５７３２-９

1568 スギ薬局　泉西が岡店 神奈川県横浜市泉区西が岡１-３-１

1569 スギ薬局　いずみ野駅前店 神奈川県横浜市泉区和泉町６２１４-１　そうてつローゼンいずみ野駅前店内

1570 スギ薬局　新橋町店 神奈川県横浜市泉区新橋町６７８-１

1571 横浜市青葉区 龍生堂薬局　あざみ野店 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２-３０　三規庭内

1572 日本調剤　たまプラーザ薬局 神奈川県横浜市青葉区新石川２-４-１６

1573 さくら薬局　新藤が丘店 神奈川県横浜市青葉区藤が丘１-２８-９

1574 ライフ薬局 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西３-６５-６　美しが丘西クリニックプラザ１Ｆ

1575 日本調剤　藤が丘薬局 神奈川県横浜市青葉区藤が丘１-２８-７

1576 ひまわり調剤　横浜北部薬局 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町１０５２-１　サニー市ヶ尾３号室

1577 日本調剤　あざみ野薬局 神奈川県横浜市青葉区あざみ野１-１０-５

1578 松風台薬局 神奈川県横浜市青葉区松風台１３-５　ライムライト松風台３-１Ｆ

1579 日本調剤　青葉台薬局 神奈川県横浜市青葉区青葉台２-１０-１

1580 さくら薬局　藤が丘店 神奈川県横浜市青葉区藤が丘１-２８-１９

1581 日本調剤　新石川薬局 神奈川県横浜市青葉区新石川２-３-３

1582 ココカラファイン薬局　藤が丘店 神奈川県横浜市青葉区藤が丘１-１４-４９　横浜藤が丘ＮＢＩビル１Ｆ

1583 さくら薬局　横浜あざみ野店 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２-９-１１　サンサーラあざみ野ビル１Ｆ

1584 ヘルスケアセイジョー薬局　あざみ野店 神奈川県横浜市青葉区あざみ野１-７-１

1585 スギ薬局　あざみ野店 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２-２-９　三徳あざみ野店２Ｆ

1586 横浜市都筑区 さくら薬局　横浜中川店 神奈川県横浜市都筑区中川１-５-１７　岡本ビル１０２

1587 二子薬局　都筑店 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央１９-５

1588 いづみ調剤薬局 神奈川県横浜市都筑区荏田南５-７-９

1589 なかじま薬局　貝の坂店 神奈川県横浜市都筑区川和町１０４

1590 日本調剤　ふれあいの丘薬局 神奈川県横浜市都筑区葛が谷８-１０　都筑ふれあいの丘駅前ビル１Ｆ

1591 二子薬局　葛が谷店 神奈川県横浜市都筑区葛が谷１０-３

1592 あい薬局 神奈川県横浜市都筑区北山田２-３-７　ウェストスクエアＢ１　Ｆ２

1593 日本調剤　新ふれあいの丘薬局 神奈川県横浜市都筑区葛が谷１５-３０　フォーレストプラザ１Ｆ

1594 日本調剤　センター南薬局
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央１-１　横浜市営地下鉄センター南駅舎内３０３区
画

1595 川崎市川崎区 スギ薬局　さつき橋店 神奈川県川崎市川崎区渡田１-１-４

1596 スギ薬局　川崎藤崎店 神奈川県川崎市川崎区藤崎４-３４-１９

1597 ファーコス薬局　川崎大島 神奈川県川崎市川崎区大島５-１３-６

1598 ファーコス薬局　しらさぎ 神奈川県川崎市川崎区中島１-１５-１２　ライフコム川崎１Ｆ

1599 東門前薬局 神奈川県川崎市川崎区東門前１-１３-８

1600 大島リーフ薬局 神奈川県川崎市川崎区大島３-１５-１９　川崎ＭＭビル１Ｆ
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1601 渡田向町薬局 神奈川県川崎市川崎区渡田向町１５-７　村田ビル１Ｆ

1602 なかじま薬局 神奈川県川崎市川崎区中島３-９-１　ローランドヒル１Ｆ

1603 日本調剤　川崎東薬局 神奈川県川崎市川崎区田町２-１０-３７

1604 日本調剤　川崎中央薬局 神奈川県川崎市川崎区新川通１０-２２

1605 日本調剤　川崎駅前薬局 神奈川県川崎市川崎区日進町２８-１

1606 ファーコス薬局　たちばな 神奈川県川崎市川崎区中島３-６-９　フルールビル１Ｆ

1607 スギ薬局　八丁畷店 神奈川県川崎市川崎区堤根３４-１　川崎マリンハウス１Ｆ

1608 ひまわり調剤　川中島薬局 神奈川県川崎市川崎区川中島１-１２-９

1609 ひまわり調剤　しょうわ町薬局 神奈川県川崎市川崎区昭和２-１２-１２

1610 川崎市幸区 スギ薬局　南加瀬店 神奈川県川崎市幸区南加瀬４-１１-１１

1611 日本調剤　新川崎調剤薬局 神奈川県川崎市幸区小倉１-１

1612 ひまわり調剤　平間薬局 神奈川県川崎市幸区下平間３９

1613 ひまわり調剤　さいわい薬局 神奈川県川崎市幸区大宮町２-８　イクス川崎１Ｆ

1614 ひまわり調剤　新川崎薬局 神奈川県川崎市幸区鹿島田１-８-３３

1615 みつこし薬局　川崎店 神奈川県川崎市幸区河原町１-１５-１０９

1616 日本調剤　川崎幸薬局 神奈川県川崎市幸区大宮町５-６　コ・オリナ・ビル１Ｆ

1617 川崎市中原区 スギ薬局　向河原駅前店 神奈川県川崎市中原区下沼部１７５８-１　向河原シティハイツ１Ｆ

1618 スギ薬局　上小田中店 神奈川県川崎市中原区上小田中６-１-２０

1619 日本調剤　武蔵小杉薬局 神奈川県川崎市中原区小杉町３-４３２-１８

1620 日本調剤　小杉町薬局 神奈川県川崎市中原区小杉町３-４４１-１

1621 ココカラファイン薬局　関東労災病院前店 神奈川県川崎市中原区木月住吉町２-３１　１Ｆ

1622 日本調剤　武蔵中原薬局 神奈川県川崎市中原区下小田中３-３３-７

1623 今井上町薬局 神奈川県川崎市中原区今井上町３-１０　田辺ビル１Ｆ

1624 日本調剤　元住吉駅前薬局 神奈川県川崎市中原区木月１-２６-１５　尾原ビル１Ｆ

1625 ひまわり調剤　かりやど薬局 神奈川県川崎市中原区苅宿２４-３３　ヴィレンテ住吉１０５

1626 日本調剤　こすぎ薬局 神奈川県川崎市中原区小杉町１-５１３　クロムフィット武蔵小杉２　１Ｆ

1627 日本調剤　ザ　ガーデン薬局
神奈川県川崎市中原区小杉町２-２２８-１　パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワー
ズウエストＷ１

1628 スギ薬局　下新城店 神奈川県川崎市中原区下新城２-６-６

1629 川崎市高津区 丈夫屋メディカル薬局　高津店 神奈川県川崎市高津区二子４-１-８

1630 ファーコス薬局　中央 神奈川県川崎市高津区溝口１-１６-３

1631 日本調剤　溝口薬局 神奈川県川崎市高津区溝口３-７-１

1632 二子薬局　溝の口店 神奈川県川崎市高津区溝口１-１１-２６

1633 二子薬局　津田山店 神奈川県川崎市高津区下作延６-４-３

1634 二子薬局　センター店 神奈川県川崎市高津区溝口１-５-１

1635 二子薬局　パーク店 神奈川県川崎市高津区溝口１-２１-５　世紀コーポ溝口１Ｆ

1636 丈夫屋メディカル薬局 神奈川県川崎市高津区溝口１-１８-８

1637 二子薬局　新地店 神奈川県川崎市高津区諏訪１-３-３

1638 あおぞら薬局 神奈川県川崎市高津区久末１８９３

1639 二子薬局　中央店 神奈川県川崎市高津区溝口１-１２-２０　ウエストキャニオン２

1640 バード薬局 神奈川県川崎市高津区久地４-２４-３０　グリーンスクウェア００１号

1641 川崎市多摩区 たから薬局　向ヶ丘遊園店 神奈川県川崎市多摩区登戸２１３０-２　アトラスタワー向ヶ丘遊園１Ｆ

1642 オレンジ薬局　宿河原店 (R03.03請求から) 神奈川県川崎市多摩区長尾５-２-２-１０２

1643 日本調剤　登戸駅前薬局 神奈川県川崎市多摩区登戸２４２７-５　１Ｆ

1644 さくら薬局　川崎栗谷店 神奈川県川崎市多摩区栗谷３-１-１　井田ビル

1645 さくら薬局　川崎長沢店 神奈川県川崎市多摩区長沢２-１４-９

1646 川崎市宮前区 ファーコス薬局　かしの木 神奈川県川崎市宮前区有馬３-１３-５

1647 スギ薬局　宮崎台店 神奈川県川崎市宮前区宮崎１-９-１　宮崎台ビューグリーン１Ｆ

1648 有限会社プライマリーファーマシー 神奈川県川崎市宮前区宮前平２-１５-２

1649 コスモス薬局 神奈川県川崎市宮前区有馬５-１８-２２

1650 有馬センター薬局 神奈川県川崎市宮前区東有馬３-５-２８
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1651 日本調剤　宮崎台薬局 神奈川県川崎市宮前区宮崎２-１０-３　さくら坂ビル１Ｆ

1652 薬樹薬局　土橋 神奈川県川崎市宮前区土橋３-３-１　ドゥーエ・アコルデＢ１Ｆ　０１号室

1653 薬樹薬局　鷺沼 神奈川県川崎市宮前区鷺沼３-２-６　鷺沼センタービル１Ｆ

1654 スギ薬局　たいら店 神奈川県川崎市宮前区平２-４-３８　そうてつローゼンたいら店内

1655 川崎市麻生区 百合丘ホーム薬局 神奈川県川崎市麻生区百合丘１-１８-５　アビタシオン百合ケ丘１Ｆ

1656 ひまわり薬局 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東３-２６-５

1657 相模原市緑区 日本調剤　津久井薬局 神奈川県相模原市緑区中野２６６-３

1658 すずらん薬局　橋本駅前店 神奈川県相模原市緑区橋本６-５-１０　中屋第２ビル１Ｆ　Ｂ室

1659 さくら薬局　津久井店 神奈川県相模原市緑区中野２６７-１０

1660 さくら薬局　相模原橋本店 神奈川県相模原市緑区橋本３-１１-５

1661 相模原市中央区 オレンジ薬局　鹿沼台店 神奈川県相模原市中央区鹿沼台２-２１-１５　竹内ビル１Ｆ

1662 スギ薬局　陽光台店 神奈川県相模原市中央区陽光台２-１-３

1663 日本調剤　相模原薬局 神奈川県相模原市中央区相模原４-１-２０

1664 日本調剤　新相模原薬局 神奈川県相模原市中央区相模原４-１-２１

1665 さくら薬局　相模原矢部店 神奈川県相模原市中央区矢部３-１-１０

1666 スギ薬局　相模原下九沢店 神奈川県相模原市中央区下九沢５７-１　ヤオコー相模原下九沢店内

1667 スギ薬局　相模原富士見店 神奈川県相模原市中央区富士見６-５-７　三和富士見店１Ｆ

1668 相模原市南区 やまぶき薬局　相模大野店 神奈川県相模原市南区相模大野７-６-１３　アリスソナーレ１Ｆ

1669 日本調剤　北里薬局 神奈川県相模原市南区麻溝台１-２-２３

1670 日本調剤　相模大野薬局 神奈川県相模原市南区相模大野３-１６-１１　大矢ビル１Ｆ

1671 さくら薬局　第二北里店 神奈川県相模原市南区麻溝台１-２-２２

1672 スギ薬局　相模大野駅前店 神奈川県相模原市南区相模大野３-１０-１

1673 相模マリン薬局 神奈川県相模原市南区上鶴間本町４-４８-３

1674 さくら薬局　相模原松が枝店 神奈川県相模原市南区松が枝町１９-８

1675 スギ薬局　相模原古淵店 神奈川県相模原市南区古淵２-５-４

1676 スギ薬局　小田急相模原店 神奈川県相模原市南区松が枝町１７-１５　平和ビルディング松が枝マンション１Ｆ

1677 日本調剤　麻溝薬局 神奈川県相模原市南区麻溝台１-２-１１

1678 横須賀市 長島薬局 神奈川県横須賀市久里浜４-５-８

1679 あずさ薬局 神奈川県横須賀市根岸町２-３１-１３　ナヴィール北久里浜１Ｆ

1680 日本調剤　横須賀薬局 神奈川県横須賀市小矢部２-２１-４　綾部ビル

1681 日本調剤　追浜薬局 神奈川県横須賀市追浜本町１-１-２３

1682 日本調剤　緑が丘薬局 神奈川県横須賀市緑が丘１-１

1683 日本調剤　新横須賀薬局 神奈川県横須賀市小矢部２-２０-８

1684 日本調剤　米が浜薬局 神奈川県横須賀市米が浜通１-８-６

1685 日本調剤　平成薬局 神奈川県横須賀市安浦町３-１３

1686 日本調剤　横須賀中央薬局 神奈川県横須賀市若松町２-５-３　矢島ビル１Ｆ

1687 ココカラファイン薬局　リドレ横須賀店 神奈川県横須賀市大滝町２-６

1688 三笠ビル栗田薬局 神奈川県横須賀市大滝町２-２４

1689 日本調剤　三笠通り薬局 神奈川県横須賀市大滝町２-２３

1690 さくら薬局　横須賀馬堀店 神奈川県横須賀市馬堀町２-１３-２

1691 東邦薬局　浦賀店 神奈川県横須賀市西浦賀４-９-１

1692 さくら薬局　横須賀大矢部店 神奈川県横須賀市大矢部２-２-１８

1693 さくら薬局　湘南山手店 神奈川県横須賀市吉井２-３-７

1694 さくら薬局　横須賀米が浜店 神奈川県横須賀市米が浜通１-１７-４

1695 さくら薬局　横須賀平作店 神奈川県横須賀市平作２-１４-１

1696 平塚市 スギ薬局　平塚宮松町店 神奈川県平塚市宮松町９-７　ヤオコー平塚宮松町店２Ｆ

1697 きく薬局　平塚店 神奈川県平塚市四之宮５-２０-３

1698 きく薬局　八千代店 神奈川県平塚市八千代町１４-１５

1699 江南薬局 神奈川県平塚市岡崎４４１４-２

1700 日本調剤　湘南平塚薬局 神奈川県平塚市南原１-２０-１０-２
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1701 さくら薬局　平塚岡崎店 神奈川県平塚市岡崎３５３４-１

1702 エービーシー薬局 神奈川県平塚市徳延７４４-３

1703 みずほ薬局 神奈川県平塚市北金目２-３６-１６

1704 さくら薬局　平塚東真土店 神奈川県平塚市東真土４-１９-６

1705 スギ薬局　平塚店 神奈川県平塚市平塚２-１３-２１

1706 鎌倉市 共創未来　湘南岡本薬局 神奈川県鎌倉市岡本１３４３-５

1707 きく薬局　西鎌倉店 神奈川県鎌倉市腰越１０１６-３

1708 材木座ファーマシー 神奈川県鎌倉市材木座１-６-３６

1709 鎌倉調剤センター薬局 神奈川県鎌倉市大船２-１７-８　中島ビル１Ｆ

1710 日本調剤　大船薬局 神奈川県鎌倉市大船１-２２-２８　パブロコート１Ｆ

1711 日本調剤　新大船薬局 神奈川県鎌倉市大船２-２４-２７

1712 西鎌倉中央薬局 神奈川県鎌倉市西鎌倉１-１９-１７

1713 さくら薬局　七里ガ浜店 神奈川県鎌倉市七里ガ浜２-２０-１８

1714 田園薬局 神奈川県鎌倉市大船１-１０-１６

1715 共創未来　大船一丁目薬局 神奈川県鎌倉市大船１-２６-２７

1716 共創未来　大船薬局 神奈川県鎌倉市大船１-１４-１９

1717 藤沢市 スギ薬局　湘南台店 神奈川県藤沢市湘南台１-１２-２　湘南台ニューライフ１Ｆ

1718 あけぼの薬局　辻堂店 神奈川県藤沢市辻堂５-２０-１６

1719 まなみ薬局 神奈川県藤沢市片瀬３-１６-１６

1720 あやみ薬局 神奈川県藤沢市鵠沼石上３-３-３

1721 スギ薬局　辻堂駅南口店 神奈川県藤沢市辻堂２-７-１　湘南パールビル１Ｆ

1722 日本調剤　藤沢薬局 神奈川県藤沢市南藤沢２１-８　大安興業ビル１Ｆ

1723 さくら薬局　藤沢ライフビル店 (R03.03請求から) 神奈川県藤沢市大庭５６８２-９

1724 さくら薬局　藤沢大庭店 (R03.03請求から) 神奈川県藤沢市大庭５６８１-１０

1725 日本調剤　藤沢駅前薬局 神奈川県藤沢市藤沢５５９

1726 日本調剤　辻堂薬局 神奈川県藤沢市辻堂２-９-３　辻堂プルミエビル１Ｆ

1727 海岸公園ファーマシー 神奈川県藤沢市片瀬４-１１-２９

1728 共創未来　片瀬薬局 神奈川県藤沢市片瀬３-１-３９

1729 ココカラファイン薬局　藤沢駅前店 神奈川県藤沢市南藤沢３-１２　クリオ藤沢駅前

1730 小田原市 エール薬局 神奈川県小田原市中里７７-１

1731 茅ヶ崎市 スギ薬局　茅ケ崎新栄町店 神奈川県茅ケ崎市新栄町２-２９　エピックスチガサキ１Ｆ

1732 なかじま薬局　茅ヶ崎店 神奈川県茅ヶ崎市元町１７-４

1733 きく薬局　湘南みずき 神奈川県茅ヶ崎市みずき４-９-２１

1734 ボニー薬局　茅ヶ崎海岸店 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南１-２２-１

1735 きく薬局　松林店 神奈川県茅ヶ崎市菱沼１-４-７

1736 稲垣ファーマシー 神奈川県茅ヶ崎市高田５-１-１５

1737 日本調剤　湘南茅ヶ崎薬局 神奈川県茅ヶ崎市本村５-１６-１０

1738 スギ薬局　茅ヶ崎香川店 神奈川県茅ケ崎市香川１-１-３８　マルエツ茅ヶ崎店１Ｆ

1739 逗子市 オリーブ堂ファーマシー 神奈川県逗子市逗子１-９-３８

1740 ココカラファイン薬局　逗子店 神奈川県逗子市逗子１-８-６　逗子分譲共同ビル１Ｆ

1741 三浦市 マーメイド薬局 (R03.03請求から) 神奈川県三浦市南下浦町上宮田３１２５-１

1742 日本調剤　油壺薬局 神奈川県三浦市三崎町諸磯１９０２-１

1743 秦野市 日本調剤　秦野薬局 神奈川県秦野市立野台１-２-３

1744 スギ薬局　秦野平沢店 神奈川県秦野市平沢４２３-１　ヤオコー秦野店１Ｆ

1745 厚木市 きく薬局　厚木店 神奈川県厚木市旭町５-３９-１３

1746 愛甲調剤薬局 神奈川県厚木市愛甲１-８-８　富安ビル１Ｆ

1747 日本調剤　本厚木薬局 神奈川県厚木市中町２-２-８

1748 ハニー薬局 神奈川県厚木市妻田北３-１-１０

1749 さくら薬局　厚木飯山店 神奈川県厚木市飯山２１１９-７

1750 スギ薬局　南毛利店 神奈川県厚木市温水９０６-１　ヨークマート南毛利店内
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1751 スギ薬局　厚木愛甲店 神奈川県厚木市愛甲２-１３-１７

1752 スギ薬局　厚木恩名店 神奈川県厚木市恩名１-１６-５８

1753 大和市 やまぶき薬局　高座渋谷店 神奈川県大和市渋谷８-３-５

1754 日本調剤　深見薬局 神奈川県大和市深見西８-４-６

1755 さくら薬局　大和深見台店 神奈川県大和市深見台３-５-３０　深見台レジデンス第２　Ａ

1756 オダギリ薬局　鶴間店 神奈川県大和市鶴間２-１１-３０

1757 オダギリ薬局　ライラック店 神奈川県大和市鶴間１-３１-１

1758 つるまライラック薬局 神奈川県大和市鶴間１-３-７

1759 ココカラファイン薬局　大和中央店 神奈川県大和市中央１-１-３

1760 日本調剤　南林間駅前薬局 神奈川県大和市林間２-１-２４

1761 日本調剤　中央林間薬局 神奈川県大和市中央林間３-２-１０　中央林間アネックスＢ１Ｆ

1762 みどり薬局　大和 神奈川県大和市深見西３-１-２３

1763 セイジョー薬局　中央林間店 神奈川県大和市中央林間４-１４-２５　中央林間大塚ビル

1764 伊勢原市 スギ薬局　伊勢原駅前店 神奈川県伊勢原市桜台１-３-３　いせはらｃｏｍａ　２Ｆ

1765 スギ薬局　伊勢原成瀬店 神奈川県伊勢原市下糟屋３０２２-１　ヨークマート伊勢原成瀬店１Ｆ

1766 海老名市 日本調剤　さがみ野調剤薬局 神奈川県海老名市東柏ヶ谷３-１３-６

1767 さくら薬局　海老名国分南店 神奈川県海老名市国分南３-８-１１

1768 スギ薬局　ビナウォーク海老名店 神奈川県海老名市中央１-１-１　ビナウォーク１番館２Ｆ

1769 スギ薬局　海老名東柏ケ谷店 神奈川県海老名市東柏ケ谷４-１２-４

1770 座間市 スギ薬局　相模が丘店 神奈川県座間市相模が丘３-６１-４６

1771 さくら薬局　座間相模が丘店 神奈川県座間市相模が丘６-２８-１

1772 さくら薬局　座間さがみ野店 神奈川県座間市さがみ野１-１２-８

1773 さくら薬局　座間相模が丘2丁目店 神奈川県座間市相模が丘２-４０-３

1774 綾瀬市 さくら薬局　ライズモール綾瀬店 神奈川県綾瀬市深谷中７-１８-２　ライズモール綾瀬１Ｆ

1775 さくら薬局　綾瀬深谷店 神奈川県綾瀬市深谷中１-４-１４

1776 高座郡寒川町 スギ薬局　寒川店 神奈川県高座郡寒川町岡田５-１７-３　アメリア寒川ショッピングセンターＡ棟

1777 中郡大磯町 スギ薬局　平塚西店 神奈川県中郡大磯町高麗３-３-８

1778 足柄上郡開成町 イエロー・グリーン薬局　かいせい店 神奈川県足柄上郡開成町牛島２７６-１

1779 足柄下郡真鶴町 セイジョー薬局　真鶴店 神奈川県足柄下郡真鶴町岩２４６-２

1780 愛甲郡愛川町 しんわ薬局　半原店 神奈川県愛甲郡愛川町半原２７２５-２

1781 新潟県 新潟市北区 ココカラファイン薬局　豊栄店 新潟県新潟市北区石動２-４-１

1782 新潟市東区 日本調剤　空港西薬局 新潟県新潟市東区空港西２-２０-２４

1783 ココカラファイン薬局　中山店 新潟県新潟市東区中山６-３-１７　清水フードセンター中山店内

1784 新潟市西区 ココカラファイン薬局　新通店 新潟県新潟市西区新通南２-１８-２４

1785 ココカラファイン薬局　寺地店 新潟県新潟市西区寺地５０１

1786 コダマ調剤薬局　山田店 新潟県新潟市西区山田４０８-１

1787 長岡市 エイケン堂薬局　かわにし店 新潟県長岡市古正寺１-２８３９

1788 エイケン堂薬局　千手店 新潟県長岡市千手２-４-３

1789 エイケン堂　四郎丸薬局 新潟県長岡市四郎丸４-６-１９

1790 三条市 ファーコス薬局　ひだまり (R03.02請求まで) 新潟県三条市本町５-３-２５

1791 加茂市 ファーコス薬局　かもやま 新潟県加茂市高須町１-６-１４

1792 十日町市 日本調剤　十日町薬局 新潟県十日町市春日町１１１

1793 燕市 さくら薬局　燕吉田店 新潟県燕市吉田３７４９

1794 上越市 日本調剤　高田薬局 新潟県上越市とよば５

1795 阿賀野市 やすだ調剤薬局 (R03.03請求から) 新潟県阿賀野市保田１７５５-６

1796 富山県 富山市 スギ薬局　西長江店 富山県富山市西長江４-５-２５

1797 スギ薬局　下冨居店 富山県富山市下冨居２-１３-８５

1798 スギ薬局　小杉店 富山県富山市小杉２００３

1799 日本調剤　富山大前薬局 富山県富山市杉谷１０６-４

1800 さくら薬局　富山大学前店 富山県富山市古沢７４６-２

36/73



直接審査支払　合意薬局リスト（県別、市区郡別） 令和2年12月15日更新分

No. 県名 市区郡 名称 所在地

1801 さくら薬局　うしじま店 富山県富山市牛島本町２-２-９

1802 さくら薬局　ながえ店 富山県富山市西長江３-１-７

1803 さくら薬局　富山北の森店 富山県富山市森３-３-１８

1804 高岡市 さくら薬局　永楽店 富山県高岡市永楽町４-１２

1805 さくら薬局　宝町店 富山県高岡市宝町７-１３

1806 さくら薬局　高岡中央店 富山県高岡市東下関１-２７　サクラハイツ１Ｆ

1807 射水市 日本調剤　大門薬局 富山県射水市下若５３-６

1808 スギ薬局　いみずの小杉店 富山県射水市一条６-５

1809 中新川郡上市町 さくら薬局　上市店 富山県中新川郡上市町法音寺７-８

1810 中新川郡立山町 さくら薬局　富山雄山店 富山県中新川郡立山町大石原２２０-１

1811 石川県 金沢市 スギ薬局　畝田店 石川県金沢市畝田東４-１１１４

1812 スギ薬局　金沢昭和町店 石川県金沢市昭和町６-２３

1813 スギ薬局　石川県庁前店 石川県金沢市藤江北４-２８０

1814 スギ薬局　タテマチ店 石川県金沢市竪町４５-２　ＣｏＣｏＴＴｏ　ＫＡＮＡＺＡＷＡ　１Ｆ

1815 スギ薬局　武蔵町店 石川県金沢市武蔵町１６-３２

1816 スギ薬局　神谷内店 石川県金沢市神谷内町ニ２６

1817 スギ薬局　久安店 石川県金沢市久安１-５２０

1818 スギ薬局　金沢大手町店 石川県金沢市大手町９-２３

1819 スギ薬局　金沢駅西店 (R03.02請求から) 石川県金沢市駅西本町３-１４-３４

1820 スギ薬局　元車店 (R03.02請求から) 石川県金沢市長町３-２-１８

1821 スギ薬局　片町きらら店 (R03.02請求から) 石川県金沢市片町２-２-２　片町きらら１Ｆ

1822 日本調剤　金沢西薬局 石川県金沢市赤土町ト１８-３

1823 さくら薬局　金沢大学前店 石川県金沢市石引１-８-９

1824 さくら薬局　金沢三馬店 石川県金沢市三馬２-２４５

1825 七尾市 日本調剤　小丸山薬局 石川県七尾市藤橋町ア６-１９

1826 さくら薬局　七尾店 石川県七尾市小丸山台３-９６

1827 小松市 スギ薬局　小松南店 石川県小松市大領町イ２１１-１

1828 クローバー薬局 石川県小松市大領町ロ７７-２

1829 スギ薬局　小松中央店 石川県小松市日の出町２-１６５

1830 輪島市 日本調剤　輪島薬局 石川県輪島市宅田町３８-３

1831 日本調剤　ワイプラザ薬局 石川県輪島市宅田町４８-１

1832 日本調剤　門前町薬局 石川県輪島市門前町道下七７-１

1833 羽咋市 さくら薬局　羽咋的場店 石川県羽咋市的場町稲荷山出口１０-１

1834 野々市市 スギ薬局　野々市中央店 石川県野々市市白山町４３８

1835 スギ薬局　野々市西店 石川県野々市市徳用３-２８１

1836 河北郡内灘町 さくら薬局　河北内灘店 石川県河北郡内灘町字大学１-１-６　サンライズビル

1837 鳳珠郡能登町 さくら薬局　能登うしつ店 石川県鳳珠郡能登町宇出津タ９８-１

1838 福井県 福井市 スギ薬局　福井大手店 福井県福井市大手１-２-１０

1839 スギ薬局　ワイプラザ福井店 福井県福井市新保北１-３０３　ワイプラザ福井内

1840 スギ薬局　福井田原町店 福井県福井市文京２-２-３

1841 スギ薬局　福井パリオ店 福井県福井市松城町１２-７　パリオシティ１Ｆ

1842 さくら薬局　福井県立病院前店 福井県福井市米松２-６-１１　金子ビル１Ｆ

1843 敦賀市 スギ薬局　敦賀櫛林店 福井県敦賀市櫛林９号９-１

1844 日本調剤　三島町薬局 福井県敦賀市三島町１-５-１６-２

1845 スギ薬局　敦賀病院前店 福井県敦賀市結城町１７-１３

1846 小浜市 日本調剤　小浜薬局 福井県小浜市大手町２-１１

1847 大野市 さくら薬局　越前大野店 福井県大野市春日１-１１-１３

1848 鯖江市 スギ薬局　西鯖江店 福井県鯖江市桜町２-２-１５

1849 越前市 日本調剤　越前薬局 福井県越前市元町６-５

1850 スギ薬局　武生南店 福井県越前市妙法寺町４３４
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1851 スギ薬局　武生中央店 福井県越前市中央２-７-５

1852 さくら薬局　越前平出店 福井県越前市平出１-１２-２８

1853 坂井市 さくら薬局　坂井丸岡店 福井県坂井市丸岡町羽崎３２-７-４

1854 吉田郡永平寺町 さくら薬局　福井大学前店 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月２４-９

1855 山梨県 甲府市 日本調剤　甲府薬局 山梨県甲府市和戸町６８５-３

1856 日本調剤　和戸薬局 山梨県甲府市和戸町６２０-１

1857 日本調剤　横沢薬局 山梨県甲府市朝日３-１１-３０

1858 富士吉田市 日本調剤　ふじ吉田薬局 山梨県富士吉田市上吉田字三枚畠６５４８

1859 日本調剤　昭和通薬局 山梨県富士吉田市下吉田８-１８-２７

1860 都留市 日本調剤　つる薬局 山梨県都留市四日市場３５９-９２

1861 山梨市 日本調剤　八幡薬局 山梨県山梨市北５１４-２

1862 さくら薬局　山梨店 山梨県山梨市上神内川１１３９-１

1863 南アルプス市 日本調剤　南アルプス薬局 山梨県南アルプス市在家塚６７-１

1864 甲斐市 日本調剤　竜王薬局 山梨県甲斐市篠原１４２５-６

1865 甲州市 日本調剤　塩山薬局 山梨県甲州市塩山下於曽１１３１-１６

1866 南都留郡富士河口湖町 日本調剤　河口湖薬局 山梨県南都留郡富士河口湖町船津７４３８

1867 日本調剤　アイ薬局 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山４５８０-６

1868 長野県 長野市 日本調剤　篠ノ井薬局 長野県長野市篠ノ井会６７０-１０

1869 さくら薬局　長野桜枝町店 長野県長野市大字長野桜枝町１１６９-１

1870 日本調剤　たかだ白樺薬局 長野県長野市南高田２-４-２２

1871 さくら薬局　長野篠ノ井店 長野県長野市篠ノ井会２３１-５

1872 長野若里さくら薬局 長野県長野市若里６-１-６

1873 さくら薬局　長野高田店 長野県長野市大字高田１２５９

1874 さくら薬局　長野東口店 長野県長野市栗田西番場２４１-２

1875 松本市 日本調剤　信州薬局 長野県松本市旭３-２-１

1876 日本調剤　松本薬局 長野県松本市島立２１００-３

1877 さくら薬局　松本笹部店 長野県松本市笹部３-１６-２０

1878 さくら薬局　松本本庄店 長野県松本市本庄２-６-１２

1879 岡谷市 日本調剤　岡谷薬局 長野県岡谷市本町４-１１-６

1880 クラフトさくら薬局　岡谷店 長野県岡谷市本町４-１１-３２

1881 須坂市 さくら薬局　長野須坂店 長野県須坂市大字須坂１３９６

1882 小諸市 日本調剤　荒町薬局 長野県小諸市荒町１-７-２７　東信ビル１Ｆ

1883 さくら薬局　長野小諸店 長野県小諸市与良町３-５-４

1884 中野市 さくら薬局　中野小田中店 長野県中野市大字小田中４２３-１

1885 佐久市 さくら薬局　長野岩村田店 長野県佐久市岩村田１３３５-５

1886 さくら薬局　長野浅間店 長野県佐久市岩村田１３３７-２

1887 日本調剤　佐久薬局 長野県佐久市中込３２８２-１

1888 安曇野市 さくら薬局　長野豊科店 長野県安曇野市豊科南穂高４９４-８

1889 上伊那郡辰野町 日本調剤　辰野薬局 長野県上伊那郡辰野町大字辰野１４６６-１

1890 下伊那郡阿南町 日本調剤　北條薬局 長野県下伊那郡阿南町北條２０２２

1891 北安曇郡池田町 日本調剤　北アルプス薬局 長野県北安曇郡池田町池田３１５０-１

1892 岐阜県 岐阜市 スギ薬局　粟野東店 岐阜県岐阜市粟野東４-１７２

1893 スギ薬局　岐阜入舟店 岐阜県岐阜市入舟町５-３１-１

1894 スギ薬局　岐阜駅西店 岐阜県岐阜市橋本町３-５

1895 スギ薬局　茜部店 岐阜県岐阜市水主町１-１６２-２

1896 スギ薬局　柳津店 岐阜県岐阜市柳津町蓮池３-４

1897 スギ薬局　長良東店 岐阜県岐阜市長良東２-１３

1898 スギ薬局　鏡島店 岐阜県岐阜市西荘４-６-１

1899 スギ薬局　柳ケ瀬中央店 岐阜県岐阜市日ノ出町２-２０　ＣＩＮＥＸビル内

1900 スギ薬局　長良西店 岐阜県岐阜市上土居１-６-５
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1901 スギ薬局　岐阜城東店 岐阜県岐阜市城東通１-４-１

1902 スギ薬局　市橋店 岐阜県岐阜市市橋２-８-５

1903 日本調剤　岐阜中央薬局 岐阜県岐阜市鹿島町６-１６

1904 スギ薬局　岐阜正木店 岐阜県岐阜市正木１２５７-２

1905 スギ薬局　黒野店 岐阜県岐阜市黒野７０７-２

1906 スギ薬局　早田東店 岐阜県岐阜市早田東町１０-４５

1907 スギ薬局　鏡島東店 岐阜県岐阜市鏡島精華１-１-６

1908 エムハート薬局　芥見店 岐阜県岐阜市芥見大般若１-７７-２

1909 エムハート薬局　みずほ店 岐阜県岐阜市瑞穂町３３-５

1910 スギ薬局　岐阜六条店 岐阜県岐阜市六条南３-３-５

1911 日本調剤　一色薬局 岐阜県岐阜市北一色１０-２３-１１

1912 日本調剤　岐大前薬局 岐阜県岐阜市古市場老ノ上９３-１

1913 スギ薬局　島店 岐阜県岐阜市北島７-３-８

1914 スギ薬局　長良店 岐阜県岐阜市八代１-６-２０

1915 スギ薬局　鷺山店 岐阜県岐阜市鷺山中洙１５５１

1916 スギ薬局　又丸店 岐阜県岐阜市又丸村中４７-１

1917 スギ薬局　鶴田店 岐阜県岐阜市鶴田町２-１-１

1918 スギ薬局　忠節店 岐阜県岐阜市島栄町１-４５-４

1919 スギ薬局　中鶉店 岐阜県岐阜市中鶉３-５０-１

1920 スギ薬局　笠松店 岐阜県岐阜市柳津町栄町２０２

1921 ジップファーマシー白沢　粟野調剤薬局 岐阜県岐阜市粟野西１-３９７-３

1922 スギ薬局　岐阜都通店 岐阜県岐阜市弁天町３-３８

1923 大垣市 さくら薬局　大垣東前店 岐阜県大垣市東前３-４-２

1924 スギ薬局　中野店 岐阜県大垣市中野町３-４

1925 さくら薬局　大垣稲葉店 岐阜県大垣市稲葉東３-１７

1926 高山市 スギ薬局　高山西店 岐阜県高山市下岡本町１７８４-１

1927 スギ薬局　高山中央店 岐阜県高山市初田町３-４５

1928 スギ薬局　高山駅西店 岐阜県高山市岡本町１-１０１

1929 多治見市 エムハート薬局　多治見栄町店 岐阜県多治見市栄町１-３７-２

1930 日本調剤　多治見薬局 岐阜県多治見市前畑町５-１０８-５　１Ｆ

1931 スギ薬局　多治見店 岐阜県多治見市住吉町１-１-１

1932 スギ薬局　多治見南店 岐阜県多治見市三笠町１-８-１

1933 関市 日本調剤　関薬局 岐阜県関市東本郷名無木１７７-４

1934 エムハート薬局　関店 岐阜県関市西本郷通字笹島１２８-１

1935 スギ薬局　関店 岐阜県関市倉知字祭場下４２３

1936 中津川市 Zipファーマシー白沢駒場薬局 岐阜県中津川市駒場字西山１６６６-３７４１

1937 羽島市 スギ薬局　竹鼻店 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄２３６-１

1938 スギ薬局　舟橋店 岐阜県羽島市舟橋町１１

1939 スギ薬局　羽島正木店 岐阜県羽島市正木町大字曲利１０６８

1940 美濃加茂市 日本調剤　美濃加茂薬局 岐阜県美濃加茂市古井町下古井字塚原２５５８-１１

1941 ココカラファイン薬局　下米田店 岐阜県美濃加茂市下米田町小山１０４４

1942 土岐市 エムハート薬局　土岐西本町店 岐阜県土岐市泉町久尻字西本町１１-７

1943 日本調剤　土岐薬局 岐阜県土岐市土岐津町土岐口７０３-２４

1944 スギ薬局　土岐店 岐阜県土岐市土岐口南町２-１１

1945 各務原市 スギ薬局　各務原市役所前店 岐阜県各務原市那加住吉町１-２-１

1946 スギ薬局　鵜沼三ツ池店 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町５-１９８-１

1947 スギ薬局　各務原東店 岐阜県各務原市蘇原瑞雲町４-１１

1948 スギ薬局　蘇原店 岐阜県各務原市蘇原花園町４-１０-１

1949 エムハート薬局　各務原店 岐阜県各務原市蘇原持田町３-５３-１

1950 エムハート薬局　蘇原店 岐阜県各務原市蘇原東栄町２-１００-２
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1951 スギ薬局　鵜沼店 岐阜県各務原市鵜沼西町１-３６４-１

1952 スギ薬局　各務原店 岐阜県各務原市蘇原花園町２-１６

1953 可児市 スギ薬局　可児今渡店 岐阜県可児市今渡１６１９-３３２

1954 スギ薬局　可児店 岐阜県可児市下恵土字針田４１３５

1955 瑞穂市 スギ薬局　穂積駅西店 岐阜県瑞穂市別府８７８-１

1956 スギ薬局　穂積店 岐阜県瑞穂市稲里中通６８１

1957 飛騨市 日本調剤　神岡薬局 岐阜県飛騨市神岡町東町５５１-８

1958 海津市 さくら薬局　海津店 岐阜県海津市海津町福江６５６-１

1959 羽島郡岐南町 スギ薬局　岐南店 岐阜県羽島郡岐南町八剣５-７-１

1960 さくら薬局　羽島岐南店 岐阜県羽島郡岐南町八剣１-１７８

1961 クルーズ薬局　岐南店 (R03.02請求から) 岐阜県羽島郡岐南町八剣北４-８８

1962 羽島郡笠松町 エムハート薬局　笠松店 岐阜県羽島郡笠松町田代１９０-３

1963 日本調剤　笠松薬局 岐阜県羽島郡笠松町田代２１５-３

1964 不破郡垂井町 ファーコス薬局　ひばり 岐阜県不破郡垂井町２２１０-４５

1965 スギ薬局　垂井店 岐阜県不破郡垂井町字追分２２８６-１

1966 揖斐郡揖斐川町 日本調剤　三輪薬局 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪字中新田２４３８-２

1967 加茂郡川辺町 スギ薬局　川辺店 岐阜県加茂郡川辺町西栃井４５９

1968 静岡県 静岡市葵区 杏林堂薬局　瀬名川店 静岡県静岡市葵区瀬名川２-２９-３５

1969 杏林堂薬局　静岡鷹匠店 静岡県静岡市葵区鷹匠２-１６-１４

1970 杏林堂薬局　静岡山崎店 静岡県静岡市葵区山崎１-２７-３

1971 杏林堂薬局　静岡千代田店 静岡県静岡市葵区千代田６-２９-２３

1972 日本調剤　静岡薬局 静岡県静岡市葵区追手町１０-１１０　新中町ビル１Ｆ　１１５

1973 エムハート薬局　在宅調剤センター 静岡県静岡市葵区鷹匠３-１８-２５　柴田ビル１Ｆ

1974 エムハート薬局　大岩店 静岡県静岡市葵区大岩町４-１４

1975 杏林堂薬局　静岡松富店 静岡県静岡市葵区松富２-１-６２

1976 日本調剤　追手町薬局 静岡県静岡市葵区呉服町１-２０　呉服町タワー１Ｆ

1977 日本調剤　呉服町薬局 静岡県静岡市葵区呉服町１-３０　札の辻クロス２０３

1978 スギ薬局　鷹匠店 静岡県静岡市葵区相生町１４-３１

1979 静岡市駿河区 杏林堂薬局　静岡登呂店 静岡県静岡市駿河区登呂１-１８-３８

1980 エムハート薬局　見瀬店 静岡県静岡市駿河区見瀬２１８

1981 杏林堂薬局　静岡小鹿店 静岡県静岡市駿河区小鹿２２８-１

1982 杏林堂薬局　静岡大坪店 静岡県静岡市駿河区大坪町１３-５

1983 クラフト薬局　小鹿店 静岡県静岡市駿河区曲金４-１３-８

1984 スギ薬局　池田店 静岡県静岡市駿河区池田字長市坪１２６-１

1985 静岡市清水区 杏林堂薬局　清水三保店 静岡県静岡市清水区三保１１１-２

1986 日本調剤　桜ヶ丘薬局 静岡県静岡市清水区桜が丘町１４-１

1987 日本調剤　殿沢薬局 静岡県静岡市清水区殿沢１-１-１

1988 エムハート薬局　おしきり店 静岡県静岡市清水区押切２００２-２

1989 エムハート薬局　しみず東店 静岡県静岡市清水区高橋南町９-１７

1990 エムハート薬局　いりえおか店 静岡県静岡市清水区入江岡町３-２

1991 浜松市中区 スギ薬局　浜松海老塚店 静岡県浜松市中区海老塚１-２０-１５

1992 杏林堂薬局　高丘東店 静岡県浜松市中区高丘東３-１５-８

1993 杏林堂薬局　富塚店 静岡県浜松市中区富塚町４５０-１

1994 杏林堂薬局　西伊場店 静岡県浜松市中区西伊場町４８-２４

1995 杏林堂薬局　浜松医療センター前店 静岡県浜松市中区佐鳴台５-５-４

1996 杏林堂薬局　聖隷住吉病院前店 静岡県浜松市中区住吉１-２６-１１

1997 杏林堂薬局　小豆餅店 静岡県浜松市中区小豆餅４-１７-１５

1998 杏林堂薬局　姫街道店 静岡県浜松市中区葵西３-６-１

1999 杏林堂薬局　エキマチ店 静岡県浜松市中区砂山町６-２

2000 杏林堂薬局　メイワンエキチカ調剤センター 静岡県浜松市中区砂山町６-１
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No. 県名 市区郡 名称 所在地

2001 杏林堂薬局　新浜松駅前調剤センター 静岡県浜松市中区鍛冶町１４０-４

2002 杏林堂薬局　名塚店 静岡県浜松市中区名塚町２８２-１

2003 杏林堂薬局　遠州病院前店 静岡県浜松市中区中央１-５-１

2004 杏林堂薬局　新津店 静岡県浜松市中区新津町５８３

2005 スギ薬局　早出店 静岡県浜松市中区早出町１０１２-３

2006 日本調剤　住吉薬局 静岡県浜松市中区住吉２-３２-１

2007 エムハート薬局　たまち店 静岡県浜松市中区田町３１５-３４　ウィンズ笠井屋ビルディング１Ｆ

2008 エムハート薬局　てらじま店 静岡県浜松市中区寺島町１６６-２

2009 さくら薬局　浜松幸店 静岡県浜松市中区幸１-１３-５

2010 杏林堂薬局　和合店 静岡県浜松市中区和合町２２０-１０１

2011 杏林堂薬局　上島駅前店 静岡県浜松市中区上島３-２８-１０

2012 スギ薬局　浜松住吉店 静岡県浜松市中区住吉４-１５-１

2013 浜松市東区 スギ薬局　浜松西ヶ崎店 静岡県浜松市東区西ケ崎町１０７２-１

2014 杏林堂薬局　労災病院前店 静岡県浜松市東区将監町２４-２２

2015 杏林堂薬局　ピーワンプラザ天王店 静岡県浜松市東区天王町１９８２-３

2016 杏林堂薬局　浜松医大調剤センター 静岡県浜松市東区半田山１-２０-２

2017 ハーバル薬局 静岡県浜松市東区半田山４-３１-５

2018 杏林堂薬局　中郡店 静岡県浜松市東区中郡町１８２２

2019 杏林堂薬局　上西店 静岡県浜松市東区上西３-１２

2020 日本調剤　しょうげん薬局 静岡県浜松市東区将監町２２-７

2021 杏林堂薬局　和田店 静岡県浜松市東区和田町２２０-１

2022 エムハート薬局　せきし店 静岡県浜松市東区積志町１６３０-３

2023 杏林堂薬局　有玉南町店 静岡県浜松市東区有玉南町５１９

2024 浜松市西区 杏林堂薬局　志都呂調剤センター 静岡県浜松市西区志都呂１-２-１１

2025 杏林堂薬局　佐鳴湖南調剤センター 静岡県浜松市西区入野町１９９５４-１８９

2026 浜松市南区 杏林堂薬局　芳川店 静岡県浜松市南区四本松町４６０-１

2027 杏林堂薬局　高塚調剤センター 静岡県浜松市南区高塚町１６０９-１

2028 スギ薬局　白羽店 静岡県浜松市南区白羽町５０-１

2029 杏林堂薬局　白羽店 静岡県浜松市南区白羽町７３７

2030 スギ薬局　浜松飯田店 静岡県浜松市南区飯田町６８１-１

2031 浜松市北区 杏林堂薬局　引佐店 静岡県浜松市北区引佐町金指１０９３-３

2032 杏林堂薬局　三方原聖隷前店 静岡県浜松市北区根洗町５７９-４

2033 エムハート薬局　三方原店 静岡県浜松市北区三方原町１２９３-３

2034 日本調剤　三方原薬局 静岡県浜松市北区根洗町５５０-４

2035 浜松市浜北区 杏林堂薬局　浜北店 静岡県浜松市浜北区本沢合１２７-１

2036 杏林堂薬局　西鹿島駅前店 静岡県浜松市浜北区上島２３４５-５８５

2037 弘済堂薬局 静岡県浜松市浜北区上島４５９-１

2038 杏林堂薬局　於呂店 静岡県浜松市浜北区於呂３９６０

2039 杏林堂薬局　内野店 静岡県浜松市浜北区内野７９０-１

2040 杏林堂薬局　小松店 静岡県浜松市浜北区小松４６５-３

2041 沼津市 小島薬局　本店 静岡県沼津市西沢田３３５-１

2042 さくら薬局　沼津大手町店 静岡県沼津市大手町２-７-１

2043 スギ薬局　沼津インター店 静岡県沼津市岡宮１１９９-１

2044 小島薬局　筒井町店 静岡県沼津市筒井町１１-２

2045 さくら薬局　沼津庄栄店 静岡県沼津市庄栄町１０-６

2046 さくら薬局　沼津筒井店 静岡県沼津市筒井町９-１

2047 スギ薬局　沼津大岡店 静岡県沼津市大岡２４４６-１

2048 三島市 さくら薬局　三島光ケ丘店 静岡県三島市光ケ丘１９-２５

2049 さの薬局 静岡県三島市泉町１０-５

2050 さの薬局　長伏 静岡県三島市長伏２２６-２０
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2051 富士宮市 エムハート薬局　三園平店 静岡県富士宮市三園平４８８-２

2052 エムハート薬局　しばかわ店 静岡県富士宮市内房３２１５-７

2053 島田市 杏林堂薬局　島田稲荷店 静岡県島田市稲荷４-１０-１

2054 日本調剤　島田薬局 静岡県島田市野田字西野田１２２５-１４

2055 エムハート薬局　六合店 静岡県島田市道悦４-１１-１４

2056 さくら薬局　島田稲荷店 静岡県島田市稲荷３-１６-２２

2057 スギ薬局　中河町店 静岡県島田市中河町２５２-３

2058 スギ薬局　島田三ツ合店 静岡県島田市三ツ合町１１５２-１

2059 富士市 杏林堂薬局　富士松岡店 静岡県富士市松岡５５８-１

2060 スギ薬局　新富士店 静岡県富士市大渕２６５６-１

2061 エムハート薬局　たかね店 静岡県富士市高嶺町４-２２

2062 杏林堂薬局　アクロスプラザ厚原店 静岡県富士市厚原１１０-１

2063 エムハート薬局　浅間本町店 静岡県富士市浅間本町３-２４

2064 杏林堂薬局　富士厚原店 静岡県富士市厚原１２４１

2065 クロロ薬局 静岡県富士市中野字西三ッ倉４２９-２５、２６、２７

2066 日本調剤　蒲原薬局 静岡県富士市中之郷大楽窪２４３７-５　１Ｆ

2067 日本調剤　富士高島薬局 静岡県富士市高島町３２-１

2068 磐田市 杏林堂薬局　豊田小立野店 静岡県磐田市小立野２２０

2069 杏林堂薬局　上岡田店 静岡県磐田市中泉８０５

2070 杏林堂薬局　西貝塚店 静岡県磐田市西貝塚３０２５-１

2071 杏林堂薬局　磐田市立病院前店 静岡県磐田市大久保字四区５３９-１３

2072 スギ薬局　磐田中泉店 静岡県磐田市中泉字団子塚２５００-１

2073 焼津市 杏林堂薬局　焼津与惣次店 静岡県焼津市与惣次１９７-１

2074 エムハート薬局　たじり店 静岡県焼津市田尻１５９６-１

2075 エムハート薬局　こがわ店 静岡県焼津市東小川８-６-３

2076 エムハート薬局　すみれ中央店 静岡県焼津市石津港町４９-１１

2077 さくら薬局　西焼津店 静岡県焼津市小柳津２１２-５

2078 さくら薬局　焼津西小川店 静岡県焼津市西小川１-１１-３

2079 さくら薬局　焼津小柳津店 静岡県焼津市小柳津５９９-５

2080 スギ薬局　大覚寺店 静岡県焼津市大覚寺２-２５-７

2081 掛川市 杏林堂薬局　掛川葛ヶ丘店 静岡県掛川市葛ヶ丘３-３-１

2082 杏林堂薬局　掛川花鳥園前店 静岡県掛川市南西郷４２４-１

2083 エムハート薬局　オオサカヤ店 静岡県掛川市仁藤町１-９

2084 エムハート薬局　長谷店 静岡県掛川市長谷１-２８-１２

2085 藤枝市 杏林堂薬局　藤枝田沼店 静岡県藤枝市田沼４-１３-１１

2086 エムハート薬局　あおい店 静岡県藤枝市藤岡２-１-４

2087 杏林堂薬局　藤枝清里店 静岡県藤枝市清里１-１-１

2088 エムハート薬局　ふじえだ北店 静岡県藤枝市藤岡１-２２-１３

2089 さくら薬局　藤枝水上店 静岡県藤枝市水上１２３-６

2090 エムハート薬局　かえで店 静岡県藤枝市岡出山１-１８-１０

2091 エムハート薬局　れんげじ店 静岡県藤枝市若王子３-５-１

2092 エムハート薬局　たかす店 静岡県藤枝市高洲６２-１４

2093 エムハート薬局　山東店 静岡県藤枝市岡部町内谷１７４０-１

2094 さくら薬局　藤枝駅前店 静岡県藤枝市駅前３-４-１７　丸五ビル１Ｆ

2095 さくら薬局　藤枝大手店 静岡県藤枝市大手２-７-２５

2096 さくら薬局　藤枝高柳店 静岡県藤枝市高柳１２９６-１

2097 さくら薬局　藤枝高洲店 静岡県藤枝市高洲２２-１７

2098 スギ薬局　藤枝水守店 静岡県藤枝市水守３-１-３

2099 御殿場市 小島薬局　新橋店 静岡県御殿場市新橋１９０８-４

2100 アリス薬局 静岡県御殿場市東田中字原２０１７-４

42/73



直接審査支払　合意薬局リスト（県別、市区郡別） 令和2年12月15日更新分

No. 県名 市区郡 名称 所在地

2101 袋井市 杏林堂薬局　袋井旭町店 静岡県袋井市旭町２-１-１

2102 杏林堂薬局　袋井下山梨店 静岡県袋井市下山梨１９５２-４

2103 スギ薬局　袋井堀越店 静岡県袋井市堀越３-１０-１

2104 裾野市 アリスいわた薬局 静岡県裾野市深良４４４-１

2105 アリス薬局 静岡県裾野市佐野９２４-４

2106 湖西市 杏林堂薬局　新居店 静岡県湖西市新居町中之郷２６５４-１

2107 杏林堂薬局　新所原駅南店 静岡県湖西市駅南３-２-５０

2108 杏林堂薬局　鷲津店 静岡県湖西市鷲津１０９５

2109 さくら薬局　湖西新居店 静岡県湖西市新居町浜名１６９-５

2110 ファミリードラッグ　シーズ薬局　鷲津店 静岡県湖西市鷲津１１４４-１

2111 御前崎市 杏林堂薬局　浜岡店 静岡県御前崎市池新田４３５９-１

2112 菊川市 杏林堂薬局　菊川病院前店 静岡県菊川市半済字深ヶ谷５４０-１

2113 伊豆の国市 日本調剤　伊豆長岡薬局 静岡県伊豆の国市長岡１１２３-６

2114 牧之原市 エムハート薬局　あかね店 静岡県牧之原市大沢６２６-１

2115 エムハート薬局　みのり店 静岡県牧之原市静波４６６-１

2116 田方郡函南町 スギ薬局　函南西店 静岡県田方郡函南町間宮３２９-１

2117 駿東郡長泉町 小島薬局　サクラ店 静岡県駿東郡長泉町桜堤１-８-１３

2118 榛原郡吉田町 杏林堂薬局　吉田店 静岡県榛原郡吉田町神戸６５６

2119 愛知県 名古屋市千種区 エムハート薬局　自由ヶ丘店 愛知県名古屋市千種区徳川山町５-１-２

2120 さくら薬局　名古屋自由ケ丘駅前店 愛知県名古屋市千種区自由ケ丘３-２-２７　シティコーポ自由ケ丘１Ｆ

2121 日本調剤　徳川山薬局 愛知県名古屋市千種区徳川山町５-１-３７　１Ｆ

2122 スギ薬局　本山店 愛知県名古屋市千種区末盛通５-１２　マックスバリュ本山店２Ｆ

2123 日本調剤　大久手薬局 愛知県名古屋市千種区大久手町５-１６　１Ｆ

2124 スギ薬局　今池東店 愛知県名古屋市千種区今池５-８-２０

2125 スギ薬局　今池店 愛知県名古屋市千種区今池１-１１-５

2126 スギ薬局　谷口店 愛知県名古屋市千種区谷口町５-２４

2127 名古屋市東区 スギ薬局　出来町店 愛知県名古屋市東区出来町２-５-２５

2128 マルミ薬局　大曽根店 愛知県名古屋市東区東大曽根町２２-７

2129 スギ薬局　在宅調剤センター車道店 愛知県名古屋市東区葵２-１４-１１

2130 スギ薬局　砂田橋店 愛知県名古屋市東区砂田橋５-３-１４

2131 スギ薬局　メッツ大曽根店 愛知県名古屋市東区矢田２-１-９５

2132 スギ薬局　清水口調剤店 愛知県名古屋市東区白壁２-６-８

2133 スギ薬局　車道店 愛知県名古屋市東区葵２-１４-１０

2134 名古屋市北区 エムハート薬局　たばた店 愛知県名古屋市北区田幡２-９-２５

2135 さくら薬局　名古屋金城店 愛知県名古屋市北区金城３-５-２２　１Ｆ

2136 ハロー薬局　如意店 (R03.01請求まで) 愛知県名古屋市北区如意２-９６

2137 さくら薬局　名古屋西志賀店 愛知県名古屋市北区西志賀町３-４２　フローラルゆたか１Ｆ

2138 日本調剤　志賀本通薬局 愛知県名古屋市北区志賀本通１-５-２

2139 ココカラファイン薬局　志賀公園前店 愛知県名古屋市北区中丸町２-５

2140 スギ薬局　城北店 愛知県名古屋市北区金田町３-２２

2141 スギ薬局　上飯田店 愛知県名古屋市北区上飯田南町５-１３５

2142 スギ薬局　大我麻店 愛知県名古屋市北区会所町２２４

2143 スギ薬局　大曽根店 愛知県名古屋市北区大曽根１-２２-４６

2144 名古屋市西区 スギ薬局　比良店 愛知県名古屋市西区清里町３７９

2145 スギ薬局　中小田井店 愛知県名古屋市西区中小田井２-３-１

2146 スギ薬局　浄心店 愛知県名古屋市西区上名古屋３-２４-１３

2147 名古屋市中村区 スギ薬局　名駅桜通店 愛知県名古屋市中村区名駅３-２２-８　大東海ビル１Ｆ

2148 スギ薬局　向島店 愛知県名古屋市中村区向島町５-２８-１１

2149 スギ薬局　栄生店 愛知県名古屋市中村区大日町１-７

2150 スギ薬局　名駅北店 愛知県名古屋市中村区名駅２-４５-１４　東進名駅ビル１Ｆ
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2151 ファーコス薬局　きらら 愛知県名古屋市中村区名駅南１-１５-２１　宇佐美名古屋ビル１Ｆ

2152 エムハート薬局　名駅中央店 愛知県名古屋市中村区名駅２-４５-１９　桑山ビル４Ｆ

2153 エムハート薬局　名駅店 愛知県名古屋市中村区椿町１-１６　井門名古屋ビル３Ｆ

2154 エムハート薬局　中村本町店 愛知県名古屋市中村区中村本町１-９３

2155 スギ薬局　柳橋店 愛知県名古屋市中村区名駅南１-１６-２８　ＮＭＦ名古屋柳橋ビル１Ｆ

2156 エムハート薬局　大名古屋ビルヂング店 愛知県名古屋市中村区名駅３-２８-１２　大名古屋ビルヂング９Ｆ

2157 調剤薬局ａｍａｎｏ　メイチカ店 愛知県名古屋市中村区名駅３-１４-１５先　名駅地下街

2158 日本調剤　中村薬局 愛知県名古屋市中村区元中村町３-５　１Ｆ

2159 スギ薬局　大門店 愛知県名古屋市中村区日吉町１５

2160 スギ薬局　岩塚店 愛知県名古屋市中村区烏森町５-７１-１

2161 スギ薬局　草薙店 愛知県名古屋市中村区草薙町２-９０

2162 スギ薬局　本陣店 愛知県名古屋市中村区鳥居通２-２８

2163 名古屋市中区 スギ薬局　伏見三蔵店 愛知県名古屋市中区栄２-９-２６　ポーラ名古屋ビル１Ｆ

2164 スギ薬局　伏見西店 愛知県名古屋市中区栄１-５-２１

2165 スギ薬局　大須西店 愛知県名古屋市中区大須３-１５-１

2166 スギ薬局　名古屋ゼロゲート店 愛知県名古屋市中区栄３-２８-１１　名古屋ゼロゲート１Ｆ

2167 スギ薬局　東新町店 愛知県名古屋市中区栄４-６-１５

2168 スギ薬局　中区役所前店 愛知県名古屋市中区新栄町１-５　栄中央ビル１Ｆ

2169 スギ薬局　ビーノ栄店 愛知県名古屋市中区錦３-２４-１７　ＢＩＮＯ栄　Ｂ２Ｆ

2170 ココカラファイン薬局　名古屋栄店 愛知県名古屋市中区栄３-１７-１２　大津通電気ビル１Ｆ

2171 調剤薬局ａｍａｎｏ　サカエチカ店 愛知県名古屋市中区栄３-４-６先　サカエチカ

2172 スギ薬局　金山駅前店 愛知県名古屋市中区金山１-１２-１４　金山総合ビル１Ｆ

2173 スギ薬局　正木店 愛知県名古屋市中区正木１-２-３３

2174 スギ薬局　伏見店 愛知県名古屋市中区錦２-１９-２５　日本生命広小路ビル１Ｆ

2175 スギ薬局　上前津店 愛知県名古屋市中区富士見町３-２６

2176 スギ薬局　大須店 愛知県名古屋市中区大須３-３３-８

2177 スギ薬局　金山北店 愛知県名古屋市中区金山２-３-２

2178 名古屋市昭和区 日本調剤　名市大前薬局 愛知県名古屋市昭和区陶生町１-８-２

2179 スギ薬局　北山本町店 愛知県名古屋市昭和区山脇町３-１２

2180 スギ薬局　名古屋大学病院店 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町６５

2181 日本調剤　南山薬局 愛知県名古屋市昭和区川名山町１５５

2182 日本調剤　八事日赤駅薬局 愛知県名古屋市昭和区山手通３-１７先

2183 日本調剤　山手通薬局 愛知県名古屋市昭和区山手通３-８-１　１Ｆ

2184 ココカラファイン薬局　八事日赤前店 愛知県名古屋市昭和区山手通３-１６-９

2185 スギ薬局　御器所店 愛知県名古屋市昭和区阿由知通り４-１５　リーブル御器所１Ｆ

2186 スギ薬局　桜山店 愛知県名古屋市昭和区桜山町６-１０４-２５

2187 スギ薬局　御器所西店 愛知県名古屋市昭和区恵方町１-３１

2188 名古屋市瑞穂区 日本調剤　瑞穂薬局 愛知県名古屋市瑞穂区高田町２-１８　瑞弘ビル１Ｆ

2189 エムハート薬局　ひばりがおか店 愛知県名古屋市瑞穂区弥富町字紅葉園６-１４

2190 スギ薬局　弥富通店 愛知県名古屋市瑞穂区弥富通３-２９

2191 スギ薬局　瑞穂通店 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通４-１５

2192 スギ薬局　新瑞橋店 愛知県名古屋市瑞穂区洲山町２-３３-１　新瑞ターミナルビル１Ｆ

2193 スギ薬局　汐路店 愛知県名古屋市瑞穂区汐路町４-１-１

2194 名古屋市熱田区 スギ薬局　南一番店 愛知県名古屋市熱田区南一番町８-１８

2195 スギ薬局　日比野店 愛知県名古屋市熱田区中出町１-３０

2196 名古屋市中川区 スギ薬局　千音寺店 愛知県名古屋市中川区新家３-１３０４

2197 スギ薬局　八熊店 愛知県名古屋市中川区柳川町２-１７

2198 日本調剤　尾頭橋薬局 愛知県名古屋市中川区尾頭橋３-６-１４

2199 日本調剤　中川薬局 愛知県名古屋市中川区尾頭橋３-６-８

2200 日本調剤　松年薬局 愛知県名古屋市中川区松年町４-７６-２
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2201 スギ薬局　打中店 愛知県名古屋市中川区打中２-１７７

2202 スギ薬局　戸田店 愛知県名古屋市中川区戸田西３-１７０７

2203 スギ薬局　高畑店 愛知県名古屋市中川区高畑２-２２

2204 スギ薬局　野立橋店 愛知県名古屋市中川区清川町４-１-１８

2205 スギ薬局　中川一色新町店 愛知県名古屋市中川区一色新町３-１４０１

2206 Zipファーマシー白沢薬局　尾頭橋店 愛知県名古屋市中川区尾頭橋３-５-２４　１Ｆ

2207 スギ薬局　長良町店 愛知県名古屋市中川区長良町２-１０５　アラカワビル１Ｆ

2208 スギ薬局　スマイルプラザ店 愛知県名古屋市中川区長須賀３-３０６　フィールスマイルプラザ１Ｆ

2209 名古屋市港区 エムハート薬局　こうえい店 愛知県名古屋市港区港栄４-３-５　１Ｆ

2210 調剤薬局とまと　港店 愛知県名古屋市港区多加良浦町５-１-１

2211 日本調剤　みなと薬局 愛知県名古屋市港区港明１-１０-１７　１Ｆ

2212 スギ薬局　砂美店 愛知県名古屋市港区砂美町２６

2213 スギ薬局　正保店 愛知県名古屋市港区正保町６-２

2214 スギ薬局　木場店 愛知県名古屋市港区木場町２-２２

2215 スギ薬局　宝神店 愛知県名古屋市港区宝神４-１０７

2216 スギ薬局　油屋店 愛知県名古屋市港区油屋町１-２２-１

2217 スギ薬局　みなと七番町店 愛知県名古屋市港区七番町１-２-１　エディオン東海通店１Ｆ

2218 ココカラファイン薬局　港東海通店 愛知県名古屋市港区七番町２-４-２

2219 Zipファーマシー白沢調剤薬局　名港店 愛知県名古屋市港区名港２-９１８-２

2220 ジップファーマシー白沢　港明調剤薬局 愛知県名古屋市港区港明１-１-２　１Ｆ

2221 スギ薬局　東海橋店 愛知県名古屋市港区新川町三丁目地先

2222 名古屋市南区 スギ薬局　名南店 愛知県名古屋市南区五条町２-１-２０

2223 スギ薬局　桜本町店 愛知県名古屋市南区桜台１-１４-２５　第３菊屋ビル１Ｆ

2224 日本調剤　三条薬局 愛知県名古屋市南区三条１-４-１

2225 スギ薬局　笠寺店 愛知県名古屋市南区柵下町３-３-２

2226 スギ薬局　北内店 愛知県名古屋市南区北内町２-１９-１

2227 スギ薬局　内田橋店 愛知県名古屋市南区内田橋１-１-１３

2228 スギ薬局　笠寺南店 愛知県名古屋市南区粕畠町３-１４

2229 名古屋市守山区 エムハート薬局　アクロス小幡店 愛知県名古屋市守山区小幡南１-２４-１０　アクロス小幡２Ｆ

2230 スギ薬局　守山幸心店 愛知県名古屋市守山区幸心３-１４０４

2231 ココカラファイン薬局　守山白山店 愛知県名古屋市守山区白山３-５０２

2232 名古屋市緑区 スギ薬局　平手店 愛知県名古屋市緑区平手南２-１２５

2233 スギ薬局　桶狭間店 愛知県名古屋市緑区桶狭間森前２８０１

2234 スギ薬局　清水山店 愛知県名古屋市緑区桶狭間神明３９０１

2235 スギ薬局　鳴海店 愛知県名古屋市緑区鴻仏目２-１１０

2236 スギ薬局　徳重店 愛知県名古屋市緑区鶴が沢１-２３０４

2237 スギ薬局　姥子山店 愛知県名古屋市緑区姥子山２-６０１

2238 スギ薬局　白土店 愛知県名古屋市緑区藤塚２-１２１５

2239 スギ薬局　大高南店 愛知県名古屋市緑区南大高１-１０８

2240 スギ薬局　六田店 愛知県名古屋市緑区六田１-１７５

2241 スギ薬局　相川店 愛知県名古屋市緑区相川３-２５０-２

2242 名古屋市名東区 スギ薬局　極楽店 愛知県名古屋市名東区極楽２-１２２-１

2243 スギ薬局　猪高台店 愛知県名古屋市名東区猪高台１-９２１

2244 日本調剤　一社薬局 愛知県名古屋市名東区一社２-８

2245 スギ薬局　高針店 愛知県名古屋市名東区牧の里１-５０１

2246 スギ薬局　富が丘店 愛知県名古屋市名東区富が丘１１

2247 スギ薬局　香流店 愛知県名古屋市名東区香流２-１００８

2248 スギ薬局　文教台店 愛知県名古屋市名東区文教台１-７１９

2249 名古屋市天白区 スギ薬局　原南店 愛知県名古屋市天白区原５-２６１２-１

2250 日本調剤　はーばす薬局 愛知県名古屋市天白区平針４-４０４　第一豊郷ビル１０３号
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2251 日本調剤　天白薬局 愛知県名古屋市天白区高宮町１３０８

2252 ハロー薬局　うえだ店 (R03.01請求まで) 愛知県名古屋市天白区元植田２-２４０８-２

2253 スギ薬局　平針店 愛知県名古屋市天白区中平４-１８０８　ラヴィール中平１Ｆ

2254 スギ薬局　原店 愛知県名古屋市天白区原２-６０６

2255 スギ薬局　高坂店 愛知県名古屋市天白区高坂町２０７

2256 豊橋市 スギ薬局　牟呂店 愛知県豊橋市東脇４-２２-１２

2257 エムハート薬局　中橋良店 愛知県豊橋市中橋良町６７-２

2258 エムハート薬局　とよはし店 愛知県豊橋市牟呂町西明治源助堀６-６

2259 エムハート薬局　とよはし南店 愛知県豊橋市佐藤３-１８-５

2260 エムハート薬局　やまだ店 愛知県豊橋市山田二番町７７-４

2261 スギ薬局　下地店 愛知県豊橋市下地町操穴３９-３

2262 日本調剤　豊橋薬局 愛知県豊橋市佐藤１-１４-２４

2263 エムハート薬局　まつば店 愛知県豊橋市松葉町３-１２

2264 スギ薬局　豊橋南店 愛知県豊橋市大清水町字大清水３-１１８２　豊橋南プラザ内

2265 スギ薬局　青竹店 愛知県豊橋市青竹町字八間西１０-１

2266 スギ薬局　東岩田店 愛知県豊橋市東岩田１-１１-７

2267 スギ薬局　二川店 愛知県豊橋市大岩町字西郷内１５０-１

2268 スギ薬局　飯村店 愛知県豊橋市西口町字土橋１０-１

2269 ココカラファイン薬局　つつじが丘店 愛知県豊橋市つつじが丘２-２９-１６

2270 スギ薬局　東田店 愛知県豊橋市老松町１６

2271 スギ薬局　井原店 愛知県豊橋市井原町２９-１

2272 スギ薬局　石巻店 愛知県豊橋市石巻本町字東野１５-３９

2273 スギ薬局　菰口店 愛知県豊橋市菰口町３-２５

2274 スギ薬局　西岩田店 愛知県豊橋市西岩田１-４-８

2275 スギ薬局　豊橋牧野店 愛知県豊橋市牧野町牧野２６-４７

2276 スギ薬局　豊橋中浜店 愛知県豊橋市中浜町２１９-６８

2277 ココカラファイン薬局　草間店 愛知県豊橋市中野町字大原１７-１

2278 ココカラファイン薬局　青竹店 愛知県豊橋市青竹町字八間西１７-１

2279 ココカラファイン薬局　吉川店 愛知県豊橋市吉川町１６１-１

2280 ココカラファイン　小鷹野薬局 愛知県豊橋市西小鷹野２-１-１

2281 シーズ調剤薬局　二川店 愛知県豊橋市大岩町字北元屋敷３４-１５

2282 ココカラファイン薬局　豊橋医療センター前店 愛知県豊橋市飯村町字浜道上５０-１

2283 ジップドラッグ　西高師薬局 愛知県豊橋市西高師町字沢向５

2284 岡崎市 スギ薬局　東大友店 愛知県岡崎市東大友町字堀所４４-１

2285 スギ薬局　美合店 愛知県岡崎市美合町字坂下２２-１

2286 スギ薬局　針崎店 愛知県岡崎市針崎２-１０-２

2287 スギ薬局　岡崎欠町店 愛知県岡崎市欠町字下口１７-２

2288 エムハート薬局　てんま通店 愛知県岡崎市伝馬通４-３６

2289 エムハート薬局　のばた店 愛知県岡崎市野畑町字南郷中５２-２、５３

2290 エムハート薬局　いだ店 愛知県岡崎市井田町３-９１-４６

2291 スギ薬局　羽根北店 愛知県岡崎市羽根北町５-５-１２

2292 日本調剤　あけぼの薬局 愛知県岡崎市中島町字藤屋１７-２

2293 エムハート薬局　上地店 愛知県岡崎市上地２-１-３

2294 エムハート薬局　さくら店 愛知県岡崎市六供町３-１１-１

2295 ゆうあい薬局 愛知県岡崎市北野町字二番訳８２-５

2296 ゆうあい薬局　大西店 愛知県岡崎市大西１-１７-１０

2297 スギ薬局　土井店 愛知県岡崎市土井町字柳ヶ坪６

2298 スギ薬局　岡崎北店 愛知県岡崎市百々西町５-１

2299 スギ薬局　大平店 愛知県岡崎市大平町字沢添３６-１

2300 スギ薬局　稲熊店 愛知県岡崎市稲熊町２-１００
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2301 スギ薬局　中島店 愛知県岡崎市中島町字馬取池２４-１

2302 スギ薬局　ウイングタウン羽根店 愛知県岡崎市羽根町字小豆坂３　ウイングタウン１Ｆ

2303 スギ薬局　橋目店 愛知県岡崎市橋目町字竹ノ内４５-１

2304 スギ薬局　日名西店 愛知県岡崎市日名西町５-１５

2305 スギ薬局　井田店 愛知県岡崎市井田町字１-８２-１

2306 スギ薬局　上地店 愛知県岡崎市上地２-５-８

2307 スギ薬局　牧御堂店 (R03.02請求から) 愛知県岡崎市牧御堂町字郷前２７

2308 ハロー薬局　岡崎店 (R03.01請求まで) 愛知県岡崎市宮地町柳畑５０-３

2309 スギ薬局　岡崎コムタウン店 愛知県岡崎市上六名町字林２５-１

2310 スギ薬局　大和店 愛知県岡崎市大和町字荒田６４

2311 スギ薬局　大樹寺店 愛知県岡崎市大樹寺１-３-２６

2312 スギ薬局　本宿店 愛知県岡崎市山綱町２-２-３

2313 スギ薬局　上地１丁目店 愛知県岡崎市上地１-２４-２

2314 スギ薬局　岩津店 愛知県岡崎市岩津町字於御所１９７-２

2315 一宮市 スギ薬局　向山店 愛知県一宮市向山町２-１９-１

2316 エムハート薬局　定水寺店 愛知県一宮市定水寺字小脇３２

2317 エムハート薬局　あざい店 愛知県一宮市浅井町尾関同者１４０-２

2318 日本調剤　一宮薬局 愛知県一宮市大和町毛受字東屋敷７３

2319 スギ薬局　玉ノ井店 (R03.02請求から) 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字辻廻１４１

2320 ハロー薬局　尾西店 (R03.01請求まで) 愛知県一宮市開明字郷東３９-２

2321 スギ薬局　開明店 愛知県一宮市奥町田畑３１-１

2322 スギ薬局　毛受店 愛知県一宮市大和町毛受字正寺１０

2323 スギ薬局　尾西北店 愛知県一宮市小信中島字川東３-１

2324 スギ薬局　尾西三条店 愛知県一宮市三条字郷南東５７-１

2325 スギ薬局　一宮大浜店 愛知県一宮市大浜２-１-３０

2326 Zipドラッグ白沢北方薬局 愛知県一宮市北方町北方字東泉屋郷１７８

2327 Zipファーマシー白沢調剤薬局　大和店 愛知県一宮市大和町南高井宮腰２

2328 瀬戸市 スギ薬局　瀬戸菱野店 愛知県瀬戸市緑町１-１０６　ドミー瀬戸菱野店１Ｆ

2329 エムハート薬局　萩山台店 愛知県瀬戸市菱野台３-２５

2330 日本調剤　瀬戸薬局 愛知県瀬戸市西追分町１６１-２１

2331 ファーコス薬局　陶原 愛知県瀬戸市東権現町１-２

2332 スギ薬局　瀬戸西山店 愛知県瀬戸市西山町１-１７

2333 日本調剤　瀬戸山口薬局 愛知県瀬戸市矢形町１７３

2334 ハロー薬局　せと店 (R03.01請求まで) 愛知県瀬戸市水南町１５６-４

2335 スギ薬局　汗干店 愛知県瀬戸市汗干町６０

2336 スギ薬局　水野店 愛知県瀬戸市本郷町３８４

2337 ココカラファイン薬局　瀬戸中央店 愛知県瀬戸市陶原町３-１８

2338 半田市 スギ薬局　有楽店 愛知県半田市有楽町７-１３６

2339 スギ薬局　乙川店 愛知県半田市一ノ草町２０４-３

2340 スギ薬局　半田星崎店 愛知県半田市星崎町３-３９-８８

2341 スギ薬局　中町店 愛知県半田市中町４-４０

2342 スギ薬局　岩滑店 愛知県半田市岩滑中町１-５１

2343 スギ薬局　青山店 愛知県半田市青山４-１-４

2344 スギ薬局　上池店 愛知県半田市大高町２-３５-１

2345 スギ薬局　清城店 愛知県半田市清城町３-５-２

2346 さくら薬局　半田星崎店 愛知県半田市星崎町３-４６-５

2347 Zipファーマシー白沢青山薬局 愛知県半田市青山２-２２-３

2348 春日井市 スギ薬局　春日井中央店 愛知県春日井市春見町１

2349 スギ薬局　味美店 愛知県春日井市二子町２-３-１５

2350 スギ薬局　松河戸店 愛知県春日井市松河戸町２-６-２
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2351 クルーズ薬局　春日井店 (R03.02請求から) 愛知県春日井市南下原町４-８-１８

2352 ハロー薬局　春日井東野店 (R03.01請求まで) 愛知県春日井市東野町３-１５-１

2353 ハロー薬局　春日井北店 (R03.01請求まで) 愛知県春日井市西山町３-１５-５

2354 ハロー薬局　春日井西店 (R03.01請求まで) 愛知県春日井市西高山町１-７-１６

2355 スギ薬局　大手店 愛知県春日井市大手町３-２１-６

2356 スギ薬局　東野店 愛知県春日井市東野町西３-４-１０

2357 スギ薬局　岩成台店 愛知県春日井市岩成台５-２-７

2358 スギ薬局　六軒屋店 愛知県春日井市六軒屋町５-２２

2359 スギ薬局　篠木店 愛知県春日井市篠木町７-４５-２３

2360 スギ薬局　高蔵寺店 愛知県春日井市高蔵寺町１-４６

2361 スギ薬局　ことぶき店 愛知県春日井市ことぶき町８-３

2362 豊川市 スギ薬局　御津店 愛知県豊川市御津町西方日暮４１-１

2363 スギ薬局　豊川一宮店 愛知県豊川市一宮町栄２０１

2364 スギ薬局　クロスモール豊川店 愛知県豊川市正岡町胡麻田７２２　クロスモール豊川内

2365 スギ薬局　豊川野口店 愛知県豊川市野口町道下６-１

2366 スギ薬局　牛久保店 愛知県豊川市松久町１-１０５

2367 優しさ薬局　伊奈駅前店 愛知県豊川市伊奈町南山新田３０５-１３

2368 スギ薬局　御油店 愛知県豊川市御油町行力１３-１

2369 スギ薬局　蔵子店 愛知県豊川市蔵子７-１７-１

2370 スギ薬局　小坂井店 愛知県豊川市伊奈町新屋７７-１

2371 スギ薬局　本野ケ原店 愛知県豊川市本野ヶ原２-１

2372 スギ薬局　プリオ豊川店 愛知県豊川市諏訪３-３０２　プリオＩＩ内

2373 スギ薬局　桜木店 愛知県豊川市桜木通５-１８-１

2374 スギ薬局　開運通店 愛知県豊川市開運通２-６８-１

2375 スギ薬局　八幡駅前店 愛知県豊川市八幡町鐘鋳場１４８

2376 スギ薬局　御油駅前店 愛知県豊川市御油町八面横５４

2377 ココカラファイン薬局　新桜町店 愛知県豊川市新桜町通１-３１-１

2378 津島市 スギ薬局　神守店 愛知県津島市越津町字梅之木１４

2379 スギ薬局　東柳原店 愛知県津島市東柳原町１-３０

2380 ココカラファイン薬局　津島東店 愛知県津島市東愛宕町３-６２-１

2381 碧南市 スギ薬局　碧南坂口店 愛知県碧南市坂口町１-３７-１

2382 薬局ニーニャファーマ 愛知県碧南市三宅町１-８４

2383 あおい調剤薬局 愛知県碧南市旭町４-５０

2384 スギ薬局　碧南新川店 愛知県碧南市相生町５-４５-１

2385 スギ薬局　碧南伏見店 愛知県碧南市伏見町３-２６

2386 キトー薬局　向陽店 愛知県碧南市向陽町１-８

2387 スギ薬局　碧南雨池店 愛知県碧南市雨池町１-２

2388 スギ薬局　大浜店 愛知県碧南市羽根町３-７-１

2389 スギ薬局　碧南城山店 愛知県碧南市城山町１-６

2390 刈谷市 優しさ薬局　中町銀座店 愛知県刈谷市銀座３-３４-１

2391 スギ薬局　寺横店 愛知県刈谷市寺横町４-５-１

2392 キョーワ薬局　刈谷駅前店 愛知県刈谷市南桜町１-５８　レオン南桜町１０２

2393 たかはま薬局 愛知県刈谷市東刈谷町２-１３-１５

2394 クローバー調剤薬局 愛知県刈谷市住吉町２-１０-８

2395 スギ薬局　高松店 愛知県刈谷市高松町３-４８

2396 スギ薬局　築地店 愛知県刈谷市築地町３-２-３

2397 スギ薬局　井ケ谷店 愛知県刈谷市井ケ谷町前田１４-１

2398 スギ薬局　刈谷矢場店 愛知県刈谷市矢場町５-３１０

2399 スギ薬局　新富店 愛知県刈谷市新富町４-８１０

2400 キトー薬局　山池店 愛知県刈谷市山池町３-１０６-２
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2401 キトー薬局　八幡店 愛知県刈谷市八幡町７-４６

2402 スギ薬局　刈谷松栄店 愛知県刈谷市松栄町２-１５-１１

2403 スギ薬局　富士松店 愛知県刈谷市今川町山ノ端３

2404 豊田市 豊田調剤薬局　西岡店 愛知県豊田市西岡町唐池３４-１

2405 グッドライフファーマシー　水源公園店 愛知県豊田市水源町６-４-１

2406 スギ薬局　陣中店 愛知県豊田市陣中町２-１４-３

2407 わかみや調剤薬局 愛知県豊田市若宮町３-１２

2408 スギ薬局　永覚店 愛知県豊田市永覚新町２-２７

2409 エムハート薬局　こざかほんまち店 愛知県豊田市小坂本町４-６-２　１Ｆ

2410 三宅薬局　ながおか店 愛知県豊田市中根町永丘１２-２

2411 有限会社川合薬局 愛知県豊田市永覚新町１-１２-１

2412 メグリア調剤薬局　トヨタ記念病院前店 愛知県豊田市平山町２-１４-６

2413 ハーブ調剤薬局　保見店 愛知県豊田市保見町横山１２５-４

2414 スギヤマ薬局　美里店 愛知県豊田市広川町１０-５５-１

2415 スギ薬局　宮町店 愛知県豊田市宮町５-５３

2416 スギ薬局　梅坪店 愛知県豊田市京町３-１０２-３

2417 ヤナセ薬局　保見店 愛知県豊田市東保見町大門６５-１

2418 スギ薬局　豊田高上店 愛知県豊田市高上１-１５-５

2419 スギ薬局　竹村店 愛知県豊田市竹元町上の山下１

2420 スギ薬局　青木店 愛知県豊田市青木町１-７０-１８

2421 スギ薬局　メグリア朝日店 愛知県豊田市朝日町１-６-１　メグリア朝日店内

2422 スギ薬局　元宮店 愛知県豊田市元宮町５-２６-１

2423 スギ薬局　メグリアエムパーク店 愛知県豊田市前山町１-２６　メグリアエムパーク１Ｆ

2424 スギ薬局　神田店 愛知県豊田市神田町２-３-２

2425 スギ薬局　藤岡店 愛知県豊田市西中山町牛田６３-１

2426 ライフ調剤薬局　東山店 愛知県豊田市東山町２-２-１

2427 スギ薬局　深田店 愛知県豊田市深田町１-５５-１

2428 豊田調剤薬局　みたち店 愛知県豊田市御立町８-５３

2429 スギ薬局　山之手店 愛知県豊田市山之手７-７７-１

2430 スギヤマ薬局　豊田浄水店 愛知県豊田市浄水町伊保原４５９-１

2431 スギ薬局　三軒町店 (R03.02請求から) 愛知県豊田市三軒町７-３０-１

2432 ぽぷり薬局　ふじおか店 愛知県豊田市西中山町牛田６３-３５

2433 ヤナセ薬局　田中店 愛知県豊田市田中町５-３８-２１

2434 ヤナセ薬局　丸山店 愛知県豊田市丸山町３-１９-２

2435 ヤナセ薬局　土橋店 愛知県豊田市曙町２-２９-３

2436 ハロー薬局　豊田竜神店 (R03.01請求まで) 愛知県豊田市竜神町竜神２３-２

2437 ヘルスバンク東海調剤薬局　星ヶ丘店 愛知県豊田市西岡町星ヶ丘１-１

2438 ヘルスバンクヤナセ東海調剤薬局　うねべ店 愛知県豊田市畝部西町城ヶ堀３７-３

2439 ヘルスバンクヤナセ東海調剤薬局　四郷店 愛知県豊田市四郷町森前１３７-１

2440 ヘルスバンクヤナセ薬局　前山店 愛知県豊田市前山町３-９-１　リューノスビル１Ｆ

2441 ヤナセ東海調剤薬局　ひがし豊栄店 愛知県豊田市豊栄町１０-６１-２

2442 ヤナセ東海調剤薬局　豊栄店 愛知県豊田市豊栄町１１-９０-１

2443 センター調剤薬局　豊田厚生病院前店 愛知県豊田市浄水町伊保原４８１-１

2444 しずか薬局　大清水店 愛知県豊田市大清水町原山１０８-５

2445 ハロー薬局　豊田店 (R03.01請求まで) 愛知県豊田市日南町５-４７-７

2446 豊田調剤薬局　明和店 愛知県豊田市明和町２-３２-３５

2447 スギ薬局　美里店 愛知県豊田市美里５-１０-６

2448 Zipファーマシー白沢若林薬局 愛知県豊田市若林西町象面１７８

2449 安城市 スギ薬局　東栄東店 愛知県安城市東栄町６-１８-１２

2450 スギ薬局　池浦店 愛知県安城市池浦町池東２１-４

49/73



直接審査支払　合意薬局リスト（県別、市区郡別） 令和2年12月15日更新分

No. 県名 市区郡 名称 所在地

2451 コスモス薬局　住吉店 愛知県安城市住吉町５-１５-１

2452 あおい薬局 愛知県安城市池浦町丸田３０２-７

2453 スギ薬局　安城篠目店 愛知県安城市篠目町肥田３９-１

2454 スギ薬局　法連店 愛知県安城市法連町７-１０

2455 さくらい薬局 愛知県安城市桜井町三度山９-１

2456 ハロー薬局　安城店 (R03.01請求まで) 愛知県安城市三河安城南町２-５-９

2457 スギ薬局　百石店 愛知県安城市百石町２-１５-３

2458 スギ薬局　住吉店 愛知県安城市住吉町７-２６-８

2459 ひめ調剤薬局 愛知県安城市姫小川町遠見塚１３３-２３

2460 スギ薬局　桜井店 愛知県安城市桜井町森田８０-１

2461 西尾市 スギ薬局　幡豆店 愛知県西尾市西幡豆町山副５２-６

2462 エムハート薬局　にしお店 愛知県西尾市徳次町地蔵１-２

2463 スギ薬局　吉良店 愛知県西尾市吉良町吉田桐杭１６-４

2464 スギ薬局　熊味店 愛知県西尾市八ツ面町熊子山３８-１

2465 スギ薬局　西尾調剤店 愛知県西尾市熊味町中泡原３９-１

2466 ハロー薬局　西尾店 (R03.01請求まで) 愛知県西尾市伊藤３-３-１

2467 スギ薬局　平坂店 愛知県西尾市平坂町如月１８-１

2468 スギ薬局　今川店 愛知県西尾市今川町馬捨場３１

2469 スギ薬局　住崎店 愛知県西尾市住崎町雁渕８

2470 スギ薬局　花ノ木店 愛知県西尾市花ノ木町３-１７

2471 スギ薬局　西尾道光寺店 愛知県西尾市道光寺町堰板２４-１

2472 スギ薬局　西尾一色店 愛知県西尾市一色町一色古新田２９-１

2473 スギ薬局　寺津店 愛知県西尾市徳永町大塚３２-１

2474 蒲郡市 スギ薬局　蒲郡西店 愛知県蒲郡市竹谷町前浜１５-１

2475 スギ薬局　竹谷店 愛知県蒲郡市竹谷町下日山２０-１

2476 スギ薬局　蒲郡店 愛知県蒲郡市平田町字向田２４-１

2477 ハロー薬局　蒲郡店 (R03.01請求まで) 愛知県蒲郡市竹谷町錦田１７-１０

2478 スギ薬局　竹島店 愛知県蒲郡市竹島町１９-８

2479 スギ薬局　蒲郡北店 愛知県蒲郡市蒲郡町荒子６７-１

2480 スギ薬局　三谷北店 愛知県蒲郡市三谷北通４-９８

2481 犬山市 日本調剤　堀端薬局 愛知県犬山市五郎丸堀端４-３

2482 ハロー薬局　犬山店 (R03.01請求まで) 愛知県犬山市大字犬山字高見町４-５

2483 スギ薬局　松本店 愛知県犬山市松本町２-９５

2484 スギ薬局　犬山西店 愛知県犬山市上坂町５-２０９

2485 常滑市 スギ薬局　常滑北店 愛知県常滑市西之口１０-５５-１

2486 ココカラファイン薬局　とこなめ店 愛知県常滑市飛香台４-１３-１１

2487 コスモス薬局　多屋店 愛知県常滑市錦町３-３２

2488 スギ薬局　市場店 愛知県常滑市市場町１-２０

2489 スギ薬局　榎戸店 愛知県常滑市明和町１-１３

2490 スギ薬局　常滑陶郷店 愛知県常滑市陶郷町４-１

2491 スギ薬局　常滑インター店 愛知県常滑市飛香台４-１-２

2492 江南市 日本調剤　江南薬局 愛知県江南市高屋町北上３４

2493 スギ薬局　古知野店 愛知県江南市飛高町泉２２１

2494 エムハート薬局　宮田店 愛知県江南市後飛保町平野３７-１

2495 スギ薬局　般若店 (R03.02請求から) 愛知県江南市般若町南山３１３

2496 スギ薬局　高屋店 愛知県江南市高屋町御日塚６８-１

2497 スギ薬局　野白店 愛知県江南市野白町葭場３１

2498 小牧市 スギ薬局　小牧中央店 愛知県小牧市中央５-３６６

2499 エムハート薬局　久保新町店 愛知県小牧市久保新町１１

2500 エムハート薬局　まない店 愛知県小牧市大字北外山字神宮１５２１-３
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2501 スギ薬局　堀の内店 愛知県小牧市堀の内２-６０

2502 稲沢市 日本調剤　稲沢薬局 愛知県稲沢市正明寺３-２０７

2503 スギ薬局　稲沢東店 愛知県稲沢市陸田宮前１-１６-５

2504 さくら薬局　愛知国府宮駅前店 愛知県稲沢市国府宮２-９-１

2505 ハロー薬局　稲沢店 (R03.01請求まで) 愛知県稲沢市大塚北６-５１-３

2506 さくら薬局　愛知六輪店 愛知県稲沢市平和町下起南２６０-２

2507 スギ薬局　稲沢西店 愛知県稲沢市天池光田町１００-２

2508 スギ薬局　祖父江店 愛知県稲沢市祖父江町上牧戌亥出８１８-１

2509 スギ薬局　稲沢奥田店 愛知県稲沢市奥田天目寺町８

2510 スギ薬局　稲沢市民病院前店 愛知県稲沢市長束町観音寺田１８８

2511 新城市 スギ薬局　長篠店 愛知県新城市長篠字広面２９

2512 スギ薬局　新城店 愛知県新城市片山字西野畑５４５

2513 東海市 スギ薬局　名和店 愛知県東海市名和町八幡前４９-１

2514 スギ薬局　南加木屋店 愛知県東海市養父町竹ケ谷１９２-４

2515 スギ薬局　高横須賀店 愛知県東海市高横須賀町５-１２９

2516 さくら薬局　愛知加木屋町店 愛知県東海市加木屋町大堀２０-１

2517 スギ薬局　荒尾店 愛知県東海市荒尾町平古１-１

2518 大府市 スギ薬局　森岡店 愛知県大府市森岡町５-１１

2519 スギ薬局　大府東店 愛知県大府市横根町平子１５８

2520 サン・おおぶ薬局 愛知県大府市江端町３-７５

2521 スギ薬局　共栄店 愛知県大府市共栄町８-１１-４

2522 スギ薬局　長草店 愛知県大府市長草町田面１４７

2523 スギ薬局　月見店 愛知県大府市月見町６-７８

2524 スギ薬局　大府店 愛知県大府市柊山町１-１２

2525 スギ薬局　共和店 愛知県大府市東新町１-１５２

2526 さくら薬局　大府長根店 愛知県大府市長根町１-８２-５

2527 知多市 スギ薬局　新知東店 愛知県知多市新知東町２-１-５

2528 エムハート薬局　おかだ店 愛知県知多市岡田字向田５０-２

2529 スギ薬局　新知店 愛知県知多市新知西町８-７

2530 スギ薬局　新舞子店 愛知県知多市新舞子字大口２０３-７

2531 スギ薬局　清水が丘店 愛知県知多市清水が丘１-１７０３

2532 知立市 ファーコス薬局　知立南 愛知県知立市南新地３-２-７

2533 スギ薬局　新林店 愛知県知立市新林町平草３９-１

2534 スギ薬局　上重原店 愛知県知立市上重原６-２１

2535 スギ薬局　牛田店 愛知県知立市牛田町六反２-３

2536 スギ薬局　知立駅前店 愛知県知立市新富２-８

2537 スギ薬局　宝町店 愛知県知立市宝２-１０-１０

2538 尾張旭市 日本調剤　平子薬局 愛知県尾張旭市平子が丘町２-２-１７

2539 クルーズ薬局　尾張旭店 (R03.02請求から) 愛知県尾張旭市尾張旭北原山土地区画整理事業内６１街区１３画地

2540 ココカラファイン薬局　本地店 愛知県尾張旭市緑町緑ヶ丘１６３

2541 高浜市 キトー薬局　高浜店 愛知県高浜市沢渡町４-５-２９

2542 スギ薬局　高浜中央店 愛知県高浜市稗田町３-２-２

2543 スギ薬局　高浜店 愛知県高浜市神明町１-６-８

2544 岩倉市 スギ薬局　岩倉団地店 愛知県岩倉市下本町燈明庵９８

2545 スギ薬局　大地店 愛知県岩倉市大地町郷前１１

2546 豊明市 スギ薬局　豊明三崎店 愛知県豊明市三崎町丸ノ内２-１８

2547 とよあけ調剤薬局 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪１-１９１

2548 スギ薬局　二村台店 愛知県豊明市二村台２-１８-９

2549 スギ薬局　沓掛店 愛知県豊明市沓掛町丘下１２-１

2550 スギ薬局　前後店 愛知県豊明市前後町五軒屋１５３４-１
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2551 日進市 スギ薬局　赤池店 愛知県日進市赤池町箕ノ手２-３３０

2552 エムハート薬局　こめのき店 愛知県日進市米野木台４-９１１

2553 ヘルスバンク東海調剤薬局　赤池店 愛知県日進市赤池町１-３００１　第２５オーシャンプラザ１Ｆ

2554 東海調剤薬局　MIO香久山2階店 愛知県日進市香久山５-１８０１　ＭＩＯ香久山２Ｆ

2555 田原市 スギ薬局　田原西店 愛知県田原市田原町上八軒家２６-１

2556 日本調剤　渥美薬局 愛知県田原市東赤石５-７９-２

2557 スギ薬局　田原店 愛知県田原市神戸町字大坪１８１

2558 ココカラファイン薬局　田原赤石店 愛知県田原市東赤石５-１００

2559 ココカラファイン薬局　豊島店 愛知県田原市豊島町前田１３５-１

2560 ココカラファイン薬局　渥美店 愛知県田原市古田町エゲノ前１４４-１

2561 ココカラファイン薬局　渥美病院前店 愛知県田原市東赤石４-７３

2562 愛西市 スギ薬局　佐屋店 愛知県愛西市日置町山の池６９

2563 スギ薬局　愛西藤浪店 愛知県愛西市見越町前田１５９-３

2564 清須市 エムハート薬局　清洲店 愛知県清須市清洲５０６-１

2565 スギ薬局　清洲店 愛知県清須市西市場４-１１-１６

2566 スギ薬局　新川店 愛知県清須市助七芳花２５

2567 スギ薬局　清洲東店 愛知県清須市清洲２５５４-１

2568 北名古屋市 スギ薬局　西春店 愛知県北名古屋市沖村東ノ郷１６-１

2569 エムハート薬局　鹿田店 愛知県北名古屋市鹿田清水５８

2570 ジップドラッグ白沢　師勝薬局 愛知県北名古屋市鹿田花の木１１

2571 弥富市 日本調剤　海南薬局 愛知県弥富市前ヶ須町南本田４５２-１６

2572 スギ薬局　弥富店 愛知県弥富市平島中４-５

2573 スギ薬局　海南店 愛知県弥富市前ヶ須町南本田３３９-１

2574 みよし市 エムハート薬局　そのはら店 愛知県みよし市園原４-１-３

2575 エムハート薬局　みよし店 愛知県みよし市三好町小坂７５

2576 スギ薬局　三好ケ丘店 愛知県みよし市三好丘５-１-５

2577 あま市 スギ薬局　七宝店 愛知県あま市七宝町桂河原１２９２-２

2578 長久手市 スギ薬局　長久手店 愛知県長久手市根の神１０８

2579 愛知郡東郷町 エムハート薬局　はるき店 愛知県愛知郡東郷町大字春木字新池１５-３

2580 三聖堂薬局　東郷店 愛知県愛知郡東郷町白鳥２-１６-４

2581 スギ薬局　東郷西店 (R03.02請求から) 愛知県愛知郡東郷町三ツ池２-１-１

2582 海部郡大治町 スギ薬局　大治店 愛知県海部郡大治町大字中島字深田１

2583 海部郡蟹江町 スギ薬局　蟹江店 愛知県海部郡蟹江町学戸１-２０

2584 知多郡阿久比町 スギ薬局　阿久比店 愛知県知多郡阿久比町大字白沢字天神裏５-１

2585 知多郡東浦町 スギ薬局　東浦南店 愛知県知多郡東浦町大字藤江字荒子６

2586 スギ薬局　東浦店 愛知県知多郡東浦町緒川家下２２-１

2587 知多郡南知多町 スギ薬局　内海店 愛知県知多郡南知多町大字内海字西浜田９-１

2588 知多郡美浜町 スギ薬局　河和店 愛知県知多郡美浜町大字北方字東側１５-１

2589 知多郡武豊町 スギ薬局　武豊店 愛知県知多郡武豊町字平井畑２-１

2590 スギ薬局　武豊南店 愛知県知多郡武豊町東大高浦之島４２

2591 額田郡幸田町 スギ薬局　幸田相見店 愛知県額田郡幸田町大字相見字越丸４９

2592 スギ薬局　幸田店 愛知県額田郡幸田町大字大草字山添１３０

2593 スギ薬局　ドミー幸田店 愛知県額田郡幸田町大字菱池字御林１３０　ドミー幸田店内

2594 北設楽郡東栄町 シーズ調剤薬局　東栄店 愛知県北設楽郡東栄町大字三輪字上栗２-４

2595 三重県 津市 スギ薬局　津港町店 三重県津市港町１７-２２

2596 日本調剤　三重大前薬局 三重県津市江戸橋１-１２５

2597 日本調剤　江戸橋薬局 三重県津市江戸橋１-１４３-２

2598 スギ薬局　芸濃店 三重県津市芸濃町萩野字上田野３３７４-４

2599 スギ薬局　藤方店 三重県津市藤方１９２０

2600 スギ薬局　城山店 三重県津市城山１-１６-３１
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2601 スギ薬局　津新町店 三重県津市新町１-１０-２３

2602 スギ薬局　河芸店 三重県津市河芸町東千里字大橋２５５-１

2603 スギ薬局　久居インターガーデン店 三重県津市久居明神町字風早２５２２

2604 スギ薬局　白塚店 三重県津市栗真小川町字沢４４５　ＳＥＮＯＰＡＲＫ津内

2605 さくら薬局　津市南が丘店 三重県津市垂水２７９７-９

2606 スギ薬局　久居新町店 三重県津市久居新町２８６０

2607 スギ薬局　高茶屋店 三重県津市高茶屋小森町字竹縄１４０

2608 ジップドラッグ　千里薬局 三重県津市河芸町西千里２７５-１

2609 ジップドラッグ　垂水薬局 三重県津市津興字四ツ辻２９００-１

2610 ココカラファイン薬局　城山店 三重県津市久居小野辺町１１３０-７

2611 四日市市 スギ薬局　羽津東店 三重県四日市市八田１-１-２７

2612 スギ薬局　青葉店 三重県四日市市青葉町８００-３５１

2613 ファーコス薬局　うつべ 三重県四日市市小古曽３-５-３２

2614 スギ薬局　別名店 三重県四日市市別名１-１０-１６

2615 さくら薬局　四日市山分店 三重県四日市市山分町１１６-１４

2616 スギ薬局　阿倉川店 三重県四日市市羽津山町２-５

2617 スギ薬局　久保田店 三重県四日市市久保田１-４-３１

2618 さくら薬局　四日市笹川店 三重県四日市市笹川３-４９-２

2619 スギ薬局　富田店 三重県四日市市下之宮町３１３-１

2620 スギ薬局　城西店 三重県四日市市中川原１-３-２

2621 さくら薬局　四日市富田浜店 三重県四日市市富田浜町２７-１１

2622 スギ薬局　末永店 三重県四日市市末永町１６-１５

2623 スギ薬局　サンシ生桑店 三重県四日市市生桑町字榎下１６７-１　スーパーサンシいくわ店内

2624 スギ薬局　四日市泊小柳店 三重県四日市市泊小柳町３-２９

2625 ココカラファイン薬局　四日市医療センター前店 三重県四日市市大字泊村字西奥４１１０-１

2626 ココカラファイン薬局　みたき店 三重県四日市市生桑町神田８９９-１

2627 伊勢市 日本調剤　ミタス伊勢薬局 三重県伊勢市船江１-１０-２１

2628 さくら薬局　伊勢八間通店 三重県伊勢市河崎１-９-３６

2629 スギ薬局　伊勢宮後店 三重県伊勢市宮後３-８-５６

2630 さくら薬局　伊勢小俣店 三重県伊勢市小俣町相合４７８-９

2631 さくら薬局　伊勢御薗店 三重県伊勢市御薗町長屋２２１２

2632 スギ薬局　伊勢小俣店 三重県伊勢市小俣町相合４４５

2633 スギ薬局　伊勢小木店 三重県伊勢市小木町字古城４３１

2634 ジップドラッグ　小俣薬局 三重県伊勢市小俣町元町４９６

2635 ココカラファイン薬局　日赤前店 三重県伊勢市船江１-１０-１０

2636 ココカラファイン薬局　ミタス伊勢店 三重県伊勢市船江１-１０-２１

2637 松阪市 スギ薬局　松阪川井町店 三重県松阪市川井町１００６-１

2638 日本調剤　松阪薬局 三重県松阪市朝日町一区１０-２４

2639 スギ薬局　松阪南店 三重県松阪市駅部田町５１３-６

2640 ファーコス薬局　大光 三重県松阪市下村町５６４-４

2641 エムハート薬局　いざわ店 三重県松阪市射和町６２８-２

2642 スギ薬局　松阪中央店 三重県松阪市宮町字堂ノ後１３０

2643 スギ薬局　嬉野店 三重県松阪市嬉野中川新町４-１４５

2644 スギ薬局　アドバンスモール松阪店 三重県松阪市田村町２３５-１

2645 さくら薬局　松阪学園前店 三重県松阪市駅部田町字七元１０１５-５

2646 スギ薬局　内五曲店 三重県松阪市内五曲町９０-１

2647 桑名市 スギ薬局　桑名大福店 三重県桑名市大字大福４２４-１

2648 日本調剤　桑名中央薬局 三重県桑名市寿町３-６７-２

2649 さくら薬局　桑名東方店 三重県桑名市東方掛越５９３-１

2650 さくら薬局　桑名福島店 三重県桑名市東方福島前７７０
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2651 さくら薬局　桑名大山田店 三重県桑名市大山田１-７-１１

2652 ハロー薬局　桑名店 (R03.01請求まで) 三重県桑名市大字大福字雀塚４７２-１

2653 スギ薬局　長島店 三重県桑名市長島町松ヶ島字西島９５

2654 スギ薬局　多度店 三重県桑名市多度町香取３３８-１

2655 スギ薬局　桑名中央店 三重県桑名市矢田磧２０１-７

2656 スギ薬局　大山田店 三重県桑名市新西方２-１４

2657 スギ薬局　七和店 三重県桑名市大仲新田４２４

2658 スギ薬局　桑名西別所店 三重県桑名市大字西別所８８２

2659 鈴鹿市 スギ薬局　西条店 三重県鈴鹿市飯野寺家町８５６

2660 スギ薬局　鈴鹿寺家店 三重県鈴鹿市寺家町字新改１５２１-１

2661 スギ薬局　玉垣店 三重県鈴鹿市南玉垣町３０１３

2662 さくら薬局　鈴鹿神戸店 三重県鈴鹿市飯野寺家町８２９-１

2663 スギ薬局　アクシス鈴鹿店 三重県鈴鹿市北玉垣町字中野８０１

2664 さくら薬局　鈴鹿白子店 三重県鈴鹿市白子駅前１２-２６　宝ハイツ１Ｆ

2665 ジップドラッグ　旭が丘薬局 三重県鈴鹿市東旭が丘３-７-１２

2666 ジップドラッグ　白子薬局 三重県鈴鹿市南若松町２３７-１

2667 スギ薬局　白子店 三重県鈴鹿市江島町４０３５

2668 名張市 スギ薬局　名張店 三重県名張市蔵持町芝出１３０１

2669 ジップドラッグ　桔梗が丘薬局 三重県名張市桔梗が丘７番町３街区１８１３-８

2670 亀山市 日本調剤　亀山薬局 三重県亀山市亀田町４６６-１

2671 スギ薬局　亀山栄店 三重県亀山市栄町１４８８-２１４

2672 ジップドラッグ　亀山薬局 三重県亀山市栄町１４８８-２５８

2673 スギ薬局　東御幸店 三重県亀山市東御幸町４２-１

2674 いなべ市 スギ薬局　北勢店 三重県いなべ市北勢町阿下喜３３２６

2675 志摩市 さくら薬局　志摩鵜方店 三重県志摩市阿児町鵜方３１２６-１２

2676 伊賀市 スギ薬局　伊賀中央店 三重県伊賀市上野茅町２７２５-１

2677 スギ薬局　伊賀上野店 三重県伊賀市平野城北町９６

2678 さくら薬局　伊賀車坂店 三重県伊賀市上野車坂町６１６-１

2679 ココカラファイン薬局　緑ヶ丘店 三重県伊賀市緑が丘本町１６７６

2680 三重郡菰野町 スギ薬局　菰野店 三重県三重郡菰野町大字宿野３６１-５

2681 度会郡玉城町 スギ薬局　玉城店 三重県度会郡玉城町勝田橋上４８７２　スーパーグッデイ内

2682 さくら薬局　伊勢玉城店 三重県度会郡玉城町玉川２８７-４

2683 度会郡度会町 さくら薬局　伊勢度会店 三重県度会郡度会町大野木字新田２８１２

2684 北牟婁郡紀北町 ココカラファイン薬局　紀伊長島店 三重県北牟婁郡紀北町東長島字中道５８８

2685 南牟婁郡御浜町 日本調剤　御浜薬局 三重県南牟婁郡御浜町阿田和４６８１-３

2686 滋賀県 大津市 スギ薬局　瀬田東店 滋賀県大津市月輪２-１-８

2687 スギ薬局　神領店 滋賀県大津市神領２-３２-１

2688 スギ薬局　南郷店 滋賀県大津市南郷１-５-１

2689 スギ薬局　大津中央店 滋賀県大津市打出浜１３-２７

2690 スギ薬局　瀬田店 滋賀県大津市大萱１-７-１７

2691 スギ薬局　堅田店 滋賀県大津市今堅田２-１２-２

2692 スギ薬局　衣川店 滋賀県大津市衣川１-３７-２

2693 スギ薬局　堅田東店 滋賀県大津市今堅田２-２３-１７

2694 スギ薬局　大津京駅前店 滋賀県大津市皇子が丘２-８-５

2695 スギ薬局　大津富士見台店 滋賀県大津市富士見台３-１

2696 スギ薬局　石山店 滋賀県大津市栄町６-２５

2697 ジップドラッグ　唐崎薬局 滋賀県大津市見世２-１９-５５

2698 彦根市 スギ薬局　彦根中央店 滋賀県彦根市和田町４７-２

2699 さくら薬局　彦根川瀬馬場店 滋賀県彦根市川瀬馬場町１０８２-４

2700 スギ薬局　南彦根店 滋賀県彦根市小泉町１０６-１０
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2701 スギ薬局　彦根西今店 滋賀県彦根市西今町９５２-３

2702 スギ薬局　河瀬店 滋賀県彦根市川瀬馬場町１０８０-１

2703 スギ薬局　稲枝店 滋賀県彦根市野良田町３１１

2704 長浜市 ファーコス薬局　いずみ 滋賀県長浜市大戌亥町２８８-５

2705 スギ薬局　木之本店 滋賀県長浜市木之本町木之本１５８６-４

2706 スギ薬局　高田店 滋賀県長浜市高田町１１-３３

2707 さくら薬局　長浜宮前店 滋賀県長浜市宮前町６-１７

2708 さくら薬局　長浜川道店 滋賀県長浜市川道町５１３-５

2709 そよかぜ薬局 滋賀県長浜市宮部町３０２９-２

2710 さくら薬局　長浜下坂店 滋賀県長浜市下坂中町２２７-４

2711 さくら薬局　長浜元浜店 滋賀県長浜市元浜町３１-１５

2712 スギ薬局　長浜大辰巳店 滋賀県長浜市大辰巳町３７　サンミュージック長浜店内

2713 スギ薬局　長浜インター店 滋賀県長浜市口分田町４６６

2714 スギ薬局　滋賀高月店 滋賀県長浜市高月町東物部１２４-１

2715 スギ薬局　長浜店 滋賀県長浜市分木町４-２９

2716 近江八幡市 スギ薬局　近江八幡北店 滋賀県近江八幡市宮内町字道ノ下１８７

2717 エムハート薬局　みやうち店 滋賀県近江八幡市宮内町１８８-７

2718 スギ薬局　近江八幡駅前店 滋賀県近江八幡市鷹飼町５７３

2719 スギ薬局　アクア２１店 滋賀県近江八幡市鷹飼町１７９　ＡＱＵＡ２１内１Ｆ

2720 スギ薬局　近江八幡店 滋賀県近江八幡市中村町４９-１３

2721 草津市 スギ薬局　草津店 滋賀県草津市草津町１５２０-１

2722 スギ薬局　草津大路店 滋賀県草津市大路３-５-８

2723 日本調剤　草津薬局 滋賀県草津市西大路町７-７

2724 日本調剤　滋賀医大前薬局 滋賀県草津市笠山７-６-５３

2725 プラス薬局 滋賀県草津市若草５-１３-３

2726 守山市 スギ薬局　守山東店 滋賀県守山市勝部５-７-１８

2727 スギ薬局　守山店 滋賀県守山市吉身３-１４-３０

2728 栗東市 スギ薬局　栗東ひがし店 滋賀県栗東市出庭５２３-１

2729 日本調剤　栗東薬局 滋賀県栗東市大橋２-６-１８

2730 甲賀市 エムハート薬局　水口店 滋賀県甲賀市水口町本町２-２-４０　１Ｆ

2731 エムハート薬局　あやの店 滋賀県甲賀市水口町綾野３-３１

2732 エムハート薬局　北土山店 滋賀県甲賀市土山町北土山１６７８

2733 日本調剤　水口薬局 滋賀県甲賀市水口町松尾１２５２-３

2734 スギ薬局　水口西店 滋賀県甲賀市水口町北泉２-１０

2735 スギ薬局　水口松尾店 滋賀県甲賀市水口町松尾字野沢８２９-１

2736 野洲市 スギ薬局　野洲店 滋賀県野洲市小篠原１９８０-５

2737 東近江市 スギ薬局　八日市駅前店 滋賀県東近江市八日市浜野町２-３

2738 スギ薬局　能登川店 滋賀県東近江市垣見町９７１

2739 さくら薬局　東近江佐野店 滋賀県東近江市佐野町１９６

2740 スギ薬局　八日市店 滋賀県東近江市八日市東本町６-４８

2741 米原市 スギ薬局　近江店 滋賀県米原市箕浦３６１-３

2742 京都府 京都市北区 スギ薬局　西賀茂店 京都府京都市北区西賀茂丸川町１６

2743 ココカラファイン薬局　北山店 京都府京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町１００

2744 京都市上京区 日本調剤　府庁前薬局 京都府京都市上京区東裏辻町４１４-１

2745 日本調剤　丸太町薬局 京都府京都市上京区東裏辻町４１７　大和ビル１Ｆ

2746 エムハート薬局　千本通店 京都府京都市上京区千本通蘆山寺上る閻魔前町２４

2747 さくら薬局　京都府立医大前店 京都府京都市上京区河原町通広小路上ル中御霊町４２１

2748 スギ薬局　千本店 京都府京都市上京区千本通下長者町上る革堂前之町１１６　１Ｆ

2749 京都市左京区 スギ薬局　下鴨店 京都府京都市左京区下鴨東森ケ前町１２　イーグルコート下鴨テラス１Ｆ

2750 スギ薬局　北山店 京都府京都市左京区松ケ崎今海道町４-１
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2751 日本調剤　京大前薬局 京都府京都市左京区聖護院川原町２８

2752 東邦薬局　京都聖護院店 京都府京都市左京区聖護院山王町１

2753 京都市中京区 スギ薬局　四条河原町店 京都府京都市中京区河原町通蛸薬師下る塩屋町３４３-１

2754 スギ薬局　千本三条店 京都府京都市中京区西ノ京南聖町１８-２０　北興商事ビル１Ｆ

2755 オーツカ　市立病院前薬局 京都府京都市中京区壬生東高田町６２

2756 きららみらい薬局　御所南店
京都府京都市中京区竹屋町通東洞院東入塀之内町６３０　御所南みらいメディカルビ
ル１Ｆ

2757 日本調剤　円町薬局 京都府京都市中京区西ノ京馬代町１６-１２　セントポーリア丸太町１Ｆ

2758 スギ薬局　円町店 京都府京都市中京区西ノ京円町２９-３

2759 スギ薬局　四条大宮店 京都府京都市中京区壬生賀陽御所町３-３　ドルミ四条大宮１Ｆ

2760 スギ薬局　京都市役所前店 京都府京都市中京区河原町通二条下る二丁目下丸屋町３９７　Ｙ．Ｊ．Ｋ．ビル１Ｆ

2761 スギ薬局　二条店 京都府京都市中京区西ノ京小堀町１-４

2762 スギ薬局　寺町店 京都府京都市中京区寺町通三条下る永楽町２３４　ＳＫビル１Ｆ

2763 ココカラファイン薬局　壬生店 京都府京都市中京区壬生西檜町８　アソルティ西院１Ｆ

2764 京都市下京区 スギ薬局　西大路店 京都府京都市下京区七条御所ノ内本町９３

2765 東邦薬局　五条丹波口店 京都府京都市下京区中堂寺南町１２５

2766 東邦薬局　大宮くしげ店 京都府京都市下京区中堂寺櫛笥町２３

2767 さくら薬局　京都駅前店 京都府京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町８４１-２

2768 さくら薬局　京都西七条店 京都府京都市下京区西七条南衣田町４２-５

2769 さくら薬局　京都西大路七条店 京都府京都市下京区西七条南衣田町４-２

2770 京都市南区 スギ薬局　桂南店 京都府京都市南区久世上久世町４８５　ダイエー桂南店１Ｆ

2771 ファーコス薬局　みなみ 京都府京都市南区西九条島町４０

2772 さくら薬局　京都十条店 京都府京都市南区上鳥羽唐戸町７-３

2773 京都市右京区 スギ薬局　梅津調剤店 京都府京都市右京区梅津徳丸町３　エリーフラッツ梅ノ宮１Ｆ

2774 スギ薬局　常盤店 京都府京都市右京区常盤馬塚町１５-１

2775 スギ薬局　西大路五条店 京都府京都市右京区西院東中水町１４　西大路市営住宅１Ｆ

2776 ファーコス薬局　たるみやま 京都府京都市右京区太秦垂箕山町１-２

2777 スギ薬局　太秦店 京都府京都市右京区太秦棚森町１０-８

2778 スギ薬局　西院店 京都府京都市右京区西院東淳和院町１-１　アフレ西院ビル１Ｆ

2779 スギ薬局　山ノ内店 京都府京都市右京区山ノ内赤山町１５

2780 スギ薬局　梅津南広町店 京都府京都市右京区梅津南広町９９-１

2781 京都市伏見区 調剤薬局オカモト 京都府京都市伏見区深草枯木町３３-１

2782 さくら薬局　京都伏見店 京都府京都市伏見区石田森東町３０-１

2783 スギ薬局　小栗栖店 京都府京都市伏見区小栗栖森本町５-３

2784 スギ薬局　アルプラザ醍醐店 京都府京都市伏見区醍醐高畑町１-３７　アルプラザ醍醐２Ｆ

2785 ココカラファイン薬局　醍醐店 京都府京都市伏見区醍醐高畑町３０-７

2786 京都市山科区 スギ薬局　御陵店 京都府京都市山科区御陵鴨戸町１-１

2787 日本調剤　山科薬局 京都府京都市山科区竹鼻竹ノ街道町２３

2788 さくら薬局　京都山科駅前店 京都府京都市山科区竹鼻竹ノ街道町９２　Ｃ-１０１

2789 スギ薬局　山科店 京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町４０-１　第一ビル

2790 スギ薬局　山科椥辻店 京都府京都市山科区椥辻西潰２０-１　阪急オアシス山科店内

2791 京都市西京区 日本調剤　桂薬局 京都府京都市西京区桂南巽町１４６　グラシューズ桂１Ｆ

2792 ライフォート洛西薬局 京都府京都市西京区大枝中山町７-１１６

2793 スギ薬局　上桂山田口店 京都府京都市西京区松尾木ノ曽町４７-３

2794 福知山市 日本調剤　福知山薬局 京都府福知山市篠尾新町３-１１６-１

2795 宇治市 さくら薬局　京都宇治駅前店 京都府宇治市宇治里尻３６-３９

2796 スギ薬局　宇治徳洲会病院前店 京都府宇治市槇島町一ノ坪４７-１

2797 エムハート薬局　寺山店 京都府宇治市広野町寺山１０５-４

2798 スギ薬局　ベルファ宇治店 京都府宇治市槇島町清水４８

2799 スギ薬局　宇治店 京都府宇治市宇治弐番７８-１

2800 スギ薬局　宇治小倉店 京都府宇治市小倉町春日森９
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2801 亀岡市 ファーコス薬局　はたご 京都府亀岡市古世町３-２３-１

2802 ポプリ薬局　つつじケ丘店 京都府亀岡市南つつじケ丘大葉台２-４４-１１

2803 スギ薬局　馬堀店 京都府亀岡市篠町馬堀伊賀ノ辻８-５

2804 長岡京市 さくら薬局　京都長岡京店 京都府長岡京市長法寺川原谷３０-３

2805 エムハート薬局　馬場店 京都府長岡京市馬場見場走り１７-５

2806 スギ薬局　長岡天神店 京都府長岡京市天神１-１-５２　田中興産ビル１Ｆ

2807 八幡市 ココカラファイン薬局　イズミヤ八幡店 京都府八幡市八幡一ノ坪２３-１　イズミヤ八幡店１Ｆ

2808 さくら薬局　京都長田店 京都府八幡市八幡五反田３７-９　五反田中央ビル１０２号室

2809 さくら薬局　京都八幡店 京都府八幡市川口別所５８-１

2810 スギ薬局　八幡男山店 京都府八幡市八幡中ノ山１９４-１

2811 京丹後市 日本調剤　久美浜薬局 京都府京丹後市久美浜町栃谷今森２０５０

2812 南丹市 日本調剤　船井薬局 京都府南丹市八木町八木東久保１６

2813 木津川市 サン薬局　木津東店 京都府木津川市城山台７-４３-３

2814 サン薬局　木津西店 京都府木津川市木津池田２０-８

2815 サン薬局　木津店 京都府木津川市木津駅前１-１９

2816 久世郡久御山町 さくら薬局　京都久御山店 京都府久世郡久御山町坊之池坊村中５６-２

2817 相楽郡精華町 さくら薬局　京都精華台店 京都府相楽郡精華町精華台７-４-１０

2818 さくら薬局　京都祝園店 京都府相楽郡精華町大字祝園小字砂子田６

2819 サン薬局　桜ヶ丘店 京都府相楽郡精華町桜ヶ丘４-２４-１４

2820 与謝郡与謝野町 日本調剤　与謝野薬局 京都府与謝郡与謝野町男山２６９-２

2821 大阪府 大阪市都島区 ひかり薬局 大阪府大阪市都島区東野田町２-３-２７

2822 スギ薬局　都島毛馬店 大阪府大阪市都島区毛馬町２-１０-１

2823 スギ薬局　都島北通店 大阪府大阪市都島区都島北通１-７-１２

2824 スギ薬局　都島友渕店 大阪府大阪市都島区友渕町２-１５-２４

2825 大阪市福島区 ファーコス薬局　ふくしま 大阪府大阪市福島区福島２-４-１　アネックスビル

2826 日本調剤　大阪福島薬局 大阪府大阪市福島区福島４-２-７６　１Ｆ

2827 大阪鷺洲さくら薬局 大阪府大阪市福島区鷺洲４-３-２３　福島スカイハイツ１０６号

2828 セガミ薬局　堂島店 大阪府大阪市福島区福島１-１-５１　堂島クロスウォーク１Ｆ

2829 大阪市此花区 スマイル薬局　此花店 大阪府大阪市此花区春日出北１-２-２

2830 さくら薬局　大阪酉島店 大阪府大阪市此花区酉島２-１-１１　１Ｆ

2831 さくら薬局　阪神西九条駅店 大阪府大阪市此花区西九条３-１５-１１

2832 さくら薬局　大阪高見店 大阪府大阪市此花区高見２-１２-１６

2833 スギ薬局　千鳥橋店 大阪府大阪市此花区四貫島１-５-６　児島建設ビル１Ｆ

2834 大阪市西区 さくら薬局　大阪南堀江店 大阪府大阪市西区南堀江４-４-２０　アーデンタワー南堀江１０２号

2835 スギ薬局　南堀江店 大阪府大阪市西区南堀江２-４-１

2836 スギ薬局　北堀江店 大阪府大阪市西区北堀江４-４-８　西長堀ビル１Ｆ

2837 スギ薬局　信濃橋店 大阪府大阪市西区靭本町１-１１-７　信濃橋三井ビルディング１Ｆ

2838 アカカベ薬局　肥後橋店 大阪府大阪市西区江戸堀１-１２-８　明治安田生命肥後橋ビル１Ｆ

2839 日本調剤　阿波座薬局 大阪府大阪市西区江之子島２-１-３７　阿波座ライズタワーズフラッグ４６　２０１

2840 スギ薬局　九条店 大阪府大阪市西区九条２-７-１５

2841 スギ薬局　四ツ橋店 大阪府大阪市西区新町１-４-２４　大阪四ツ橋新町ビル１Ｆ

2842 大阪市港区 ココカラファイン薬局　弁天町店 大阪府大阪市港区弁天１-３-３　クロスシティ弁天町３Ｆ

2843 大阪市大正区 スギ薬局　千島店 大阪府大阪市大正区千島３-４-２　ＣＯＺＹ　ＣＨＩＳＨＩＭＡ１Ｆ

2844 さくら薬局　大阪三軒家東店 大阪府大阪市大正区三軒家東５-５-２０　１Ｆ

2845 セガミ薬局　大正店 大阪府大阪市大正区三軒家東５-５-２１

2846 大阪市天王寺区 スギ薬局　天王寺細工谷店 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町２-２２　ＶＩＴＡ　ＭＯＭＯＹＡＭＡ　１Ｆ

2847 スギ薬局　上本町店 大阪府大阪市天王寺区上本町６-７-２　上六三和会館１Ｆ

2848 スギ薬局　天王寺駅前店 大阪府大阪市天王寺区堀越町１６-１０　大信ビル１Ｆ

2849 日本調剤　上本町薬局 大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町２-６１

2850 セガミ薬局　上本町店 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町６-３３
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2851 大阪市浪速区 日本調剤　なんば薬局 大阪府大阪市浪速区難波中２-３-３　森川医療ビル１Ｆ

2852 セガミ薬局　日本橋店 大阪府大阪市浪速区日本橋東３-８-１３　川田医院前

2853 セガミ薬局　愛染橋店 大阪府大阪市浪速区日本橋５-１１-１４

2854 大阪市西淀川区 スギ薬局　福町店 大阪府大阪市西淀川区福町３-１-１６

2855 スギ薬局　御幣島店 大阪府大阪市西淀川区御幣島２-９-９

2856 スギ薬局　姫島店 大阪府大阪市西淀川区姫島５-１６-４７

2857 スギ薬局　塚本店 大阪府大阪市西淀川区柏里２-６-１７　ローズマンション１Ｆ

2858 大阪市東淀川区 アカカベ薬局　上新庄店 大阪府大阪市東淀川区小松１-７-１５　アラ・ロマーナ　Ｔａｍａｔａｎｉ　１Ｆ

2859 さくら薬局　大阪上新庄駅前店 大阪府大阪市東淀川区小松１-１２-２４

2860 さくら薬局　大阪小松店 大阪府大阪市東淀川区小松１-９-６

2861 大阪市東成区 スギ薬局　森ノ宮店 大阪府大阪市東成区中本２-１-１３

2862 さくら薬局　大阪深江南店 大阪府大阪市東成区深江南２-１２-２８

2863 スギ薬局　東今里店 大阪府大阪市東成区東今里２-７-２８

2864 大阪市生野区 スギ薬局　桃谷店 大阪府大阪市生野区桃谷１-１１-３０

2865 さくら薬局　大阪巽中店 大阪府大阪市生野区巽中２-２５-４　１Ｆ

2866 大阪巽さくら薬局 大阪府大阪市生野区巽南３-７-９

2867 セガミ薬局　南巽店 大阪府大阪市生野区巽中４-１９-１０　Ｈ＆Ｅビル１Ｆ

2868 大阪市旭区 きららみらい薬局　千林店 大阪府大阪市旭区清水１-１９-１９

2869 大阪千林さくら薬局 大阪府大阪市旭区新森７-１５-２　福子ハイツ１０１

2870 スギ薬局　生江店 大阪府大阪市旭区生江１-３-２

2871 ココカラファイン薬局　関目高殿店 大阪府大阪市旭区高殿４-２２-２６

2872 スギ薬局　高殿店 大阪府大阪市旭区高殿４-１-６　阪急オアシス高殿店２Ｆ

2873 大阪市城東区 スギ薬局　城東古市店 大阪府大阪市城東区古市３-７-２１

2874 スギ薬局　蒲生店 大阪府大阪市城東区今福西１-９-１

2875 さくら薬局　大阪鴫野西店 大阪府大阪市城東区鴫野西４-１０-１４　ショッピングフロアーステップ１Ｆ

2876 スギ薬局　城東東中浜店 大阪府大阪市城東区東中浜５-７-７

2877 スギ薬局　関目店 大阪府大阪市城東区成育２-１４-８

2878 大阪市阿倍野区 日本調剤　あべの薬局 大阪府大阪市阿倍野区旭町１-２-７　あべのメディックスビル１０３

2879 スギ薬局　昭和町北店 大阪府大阪市阿倍野区昭和町１-９-２４　富士ホームビル昭和町１Ｆ

2880 ココカラファイン薬局　昭和町店 大阪府大阪市阿倍野区阪南町２-６-１

2881 スギ薬局　林寺店 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北３-１１-４

2882 スギ薬局　昭和町駅前店 大阪府大阪市阿倍野区阪南町２-１-１　和光ビル１Ｆ

2883 スギ薬局　西田辺店 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町２-１１-１６

2884 セガミ薬局　あべのベルタ店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋３-１０-１-１００　あべのベルタＢ２Ｆ

2885 大阪市住吉区 スギ薬局　長居店 大阪府大阪市住吉区長居２-１０-３１　（株）山弘ビル１Ｆ

2886 日本調剤　大阪住吉薬局 大阪府大阪市住吉区大領４-７-２３

2887 日本調剤　万代東薬局 大阪府大阪市住吉区万代東２-４-１５

2888 さくら薬局　大阪長居西店 大阪府大阪市住吉区長居西２-１４-１５　ＡＲＣＯＲＯＳＡ　１０２号

2889 スギ薬局　あびこ東店 大阪府大阪市住吉区我孫子東１-９-６

2890 スギ薬局　南住吉店 大阪府大阪市住吉区南住吉３-１３-１

2891 スギ薬局　あびこ駅前店 大阪府大阪市住吉区我孫子東３-１-１　泰清ビル１Ｆ

2892 スギ薬局　住吉苅田店 大阪府大阪市住吉区苅田５-１３-５

2893 大阪市東住吉区 さくら薬局　大阪桑津店 大阪府大阪市東住吉区桑津２-８-２１

2894 スギ薬局　鷹合店 大阪府大阪市東住吉区鷹合１-１３-６

2895 スギ薬局　長居公園通店 大阪府大阪市東住吉区矢田１-１６-１２

2896 大阪市西成区 尾辻薬局　鶴見橋店 大阪府大阪市西成区鶴見橋１-６-１６

2897 スギ薬局　玉出店 大阪府大阪市西成区玉出西２-４-２８　コヨットビル１Ｆ

2898 スギ薬局　岸里店 大阪府大阪市西成区千本中１-１-１　エムズ岸里ビル

2899 シルク薬局 大阪府大阪市西成区鶴見橋１-５-１４　１Ｆ

2900 ココカラファイン薬局　カナート天下茶屋店 大阪府大阪市西成区岸里１-１-９５　カナートモール天下茶屋２Ｆ
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2901 大阪市淀川区 スギ薬局　三国駅前店 大阪府大阪市淀川区西三国４-８-１９　三国ビル１Ｆ

2902 きららみらい薬局　十三店 大阪府大阪市淀川区木川西３-３-１９　１Ｆ

2903 日本調剤　新大阪薬局
大阪府大阪市淀川区宮原１-２-７０　コートヤード・バイ・マリオット　新大阪ステーショ
ン３Ｆ

2904 スギ薬局　木川東店 大阪府大阪市淀川区木川東４-１-１　ルシェンヌ新大阪１Ｆ

2905 のぞみ薬局 大阪府大阪市淀川区加島２-４-７　１Ｆ

2906 つばさ薬局 大阪府大阪市淀川区加島３丁目中２-１６　１Ｆ

2907 さくら薬局　大阪西三国店 大阪府大阪市淀川区西三国１-３-１３　ウイング青山１０１号

2908 さくら薬局　大阪野中北店 大阪府大阪市淀川区野中北２-６-１３

2909 スギ薬局　東三国駅前店 大阪府大阪市淀川区宮原２-１３-１３　デュオン新大阪レジデンス１０１

2910 スギ薬局　新大阪宮原店 大阪府大阪市淀川区宮原４-４-４８

2911 セガミ薬局　阪急三国店 大阪府大阪市淀川区三国本町３-３７-３５　ヴュール阪急三国２Ｆ

2912 大阪市鶴見区 アカカベ薬局　鶴見緑地店 大阪府大阪市鶴見区浜５-１-４２

2913 日本調剤　はなてん薬局 大阪府大阪市鶴見区放出東２-２１-１６

2914 スギ薬局　今福鶴見店 大阪府大阪市鶴見区鶴見３-６-１６

2915 スギ薬局　鶴見焼野店 大阪府大阪市鶴見区焼野二丁目南１-２２

2916 大阪市住之江区 サクラ薬局 大阪府大阪市住之江区東加賀屋２-１２-１７

2917 サクラ薬局　中加賀屋公園前店 大阪府大阪市住之江区中加賀屋２-１-２３

2918 スギ薬局　粉浜西店 大阪府大阪市住之江区粉浜西３-１-１２　近商ストア住吉店２Ｆ

2919 ココカラファイン薬局　南海住ノ江店 大阪府大阪市住之江区西住之江１-１-３１　ショップ南海１Ｆ

2920 さくら薬局　大阪南加賀屋店 大阪府大阪市住之江区南加賀屋３-２-１９

2921 さくら薬局　大阪住之江店 大阪府大阪市住之江区住之江２-６-１１

2922 さくら薬局　大阪浜口西店 大阪府大阪市住之江区浜口西３-５-２７　グランジートアン１Ｆ

2923 さくら薬局　大阪粉浜店 大阪府大阪市住之江区粉浜１-２３-３

2924 スギ薬局　東加賀屋店 大阪府大阪市住之江区東加賀屋１-１-２３

2925 大阪市平野区 さくら薬局　大阪長原東店 大阪府大阪市平野区長吉長原東３-２-５-１０３

2926 さくら薬局　大阪長吉出戸店 大阪府大阪市平野区長吉出戸２-４-１４

2927 さくら薬局　大阪瓜破西店 大阪府大阪市平野区瓜破西２-７-４９-１０８

2928 スギ薬局　加美北店 大阪府大阪市平野区加美北８-２２-５１

2929 スギ薬局　平野西店 大阪府大阪市平野区平野西６-２-２２

2930 スギ薬局　長吉店 大阪府大阪市平野区長吉六反３-１-６

2931 スギ薬局　瓜破店 大阪府大阪市平野区瓜破１-６-１１

2932 スギ薬局　出戸店 大阪府大阪市平野区長吉長原西１-３-２６

2933 さくら薬局　大阪背戸口店 大阪府大阪市平野区背戸口３-９-３０

2934 スギ薬局　喜連西店 大阪府大阪市平野区喜連西２-１１-３７

2935 スギ薬局　加美中店 大阪府大阪市平野区加美鞍作１-１０-３７

2936 大阪市北区 スギ薬局　北新地店 大阪府大阪市北区曽根崎新地１-１２-８　マルイト梅新ビル１Ｆ

2937 スギ薬局　堂山店 大阪府大阪市北区堂山町７-１３　堂山セントラルビル

2938 スギ薬局　リンクスウメダ店 大阪府大阪市北区大深町１-１　ヨドバシ梅田タワーＢ１Ｆ

2939 日本調剤　扇町薬局 大阪府大阪市北区神山町１４-２２

2940 さくら薬局　大阪本庄西店 大阪府大阪市北区本庄西２-５-２０

2941 日本調剤　中津薬局 大阪府大阪市北区芝田２-９-１５　ホテルナチュレ大阪梅田１Ｆ

2942 スギ薬局　西天満店 大阪府大阪市北区西天満５-１６-５　名古屋銀行大阪支店ビル１Ｆ

2943 大阪神山さくら薬局 大阪府大阪市北区神山町１４-２２　クラフト扇町ビル１Ｆ

2944 さくら薬局　大阪扇町通店 大阪府大阪市北区神山町１-７

2945 スギ薬局　南森町店 大阪府大阪市北区天神橋二丁目北２-２６　マルサンビル

2946 スギ薬局　梅田店 大阪府大阪市北区芝田１-１-２３

2947 ココカラファイン薬局　グランフロント大阪店 大阪府大阪市北区大深町３-１　グランフロント大阪　ショップ＆レストラン北館Ｂ１Ｆ

2948 大阪市中央区 アカカベ　船場薬局 大阪府大阪市中央区南久宝寺町２-１-９

2949 アカカベ薬局　淡路町店 大阪府大阪市中央区淡路町３-２-１３　ゼルコヴァビル１Ｆ

2950 ファーコス薬局　ファースト 大阪府大阪市中央区今橋３-２-１７　緒方ビル１Ｆ
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2951 ココカラファイン薬局　谷町四丁目駅店 大阪府大阪市中央区谷町４-４-２１

2952 スギ薬局　南船場店 大阪府大阪市中央区南船場２-１-３　ＰＨＯＥＮＩＸ南船場１Ｆ

2953 スギ薬局　なんば御堂筋店 大阪府大阪市中央区難波２-１-２　太陽生命難波ビル１Ｆ

2954 スギ薬局　心斎橋店 大阪府大阪市中央区心斎橋筋１-３-２２

2955 日本調剤　大手前薬局 大阪府大阪市中央区大手前１-５-３３　納税協会ビル１Ｆ

2956 スギ薬局　道頓堀東店 大阪府大阪市中央区道頓堀１-２-１　ＤＯ　ＢＯＸ　１０３

2957 ココカラファイン薬局　大阪国際がんセンター店 大阪府大阪市中央区大手前３-１-６９　大阪国際がんセンター別棟１Ｆ

2958 日本調剤　谷町薬局 大阪府大阪市中央区大手前３-１-６９　大阪国際がんセンター別棟１Ｆ

2959 さくら薬局　大阪天満橋駅店 大阪府大阪市中央区大手前１-７-３１　大阪マーチャンダイズマートビルＢ１Ｆ

2960 さくら薬局　大阪船越店 大阪府大阪市中央区船越町２-１-５　吉見ビル１Ｆ

2961 スギ薬局　谷町四丁目店 大阪府大阪市中央区内本町１-１-５　プラスサンビル１Ｆ

2962 スギ薬局　堺筋本町店 大阪府大阪市中央区本町１-５-６　大阪山甚ビル１Ｆ

2963 スギ薬局　北久宝寺店 大阪府大阪市中央区北久宝寺町１-９-１

2964 スギ薬局　瓦町一丁目店 大阪府大阪市中央区瓦町１-６-１０　ＪＰビル１Ｆ

2965 スギ薬局　瓦屋町店 大阪府大阪市中央区瓦屋町２-１１-１６　オートセンタービル１Ｆ

2966 セガミ薬局　御堂筋本町店 大阪府大阪市中央区備後町４-１-３　御堂筋三井ビル１Ｆ

2967 堺市堺区 ポプリ薬局 大阪府堺市堺区南三国ケ丘町１丁１-２９　清水ビル１Ｆ

2968 ネオ薬局 大阪府堺市堺区榎元町１丁５-１２　ドエルヒロ１０１号

2969 スギ薬局　堺旭ケ丘店 大阪府堺市堺区旭ケ丘中町１丁１-２１

2970 スギ薬局　堺東雲店 大阪府堺市堺区東雲西町三丁６-２５

2971 堺市中区 スギ薬局　深井中町店 大阪府堺市中区深井中町１２１６-７

2972 スギ薬局　堺福田店 大阪府堺市中区陶器北１６９７-１

2973 スギ薬局　堺大野芝店 (R03.02請求から) 大阪府堺市中区大野芝町２３-１

2974 スギ薬局　堺深井店 大阪府堺市中区八田北町４７５

2975 セガミ薬局　堺小阪店 大阪府堺市中区小阪３５４-７

2976 堺市東区 スギ薬局　北野田店 大阪府堺市東区丈六１８３-１８　ダイエー北野田店１Ｆ

2977 スギ薬局　堺白鷺店 大阪府堺市東区白鷺町三丁１２-４７

2978 堺市西区 スマイル薬局　大社前店 大阪府堺市西区鳳中町２丁３１　グリーンオオトリ

2979 さくら薬局　堺浜寺船尾店 大阪府堺市西区浜寺船尾町東４丁２４７-４

2980 ココカラファイン薬局　鳳店 大阪府堺市西区鳳東町２-１７７-３

2981 ココカラファイン薬局　上野芝楽市店 大阪府堺市西区上野芝町２-７-３　西友楽市堺上野芝店

2982 堺市南区 ココカラファイン薬局　泉ヶ丘駅店 大阪府堺市南区竹城台１-１-１　泉ヶ丘駅２Ｆ

2983 ココカラファイン薬局　ジョイパーク泉ヶ丘店 大阪府堺市南区三原台１-１-３　ジョイパーク泉ヶ丘１Ｆ

2984 堺市北区 スギ薬局　北花田店 大阪府堺市北区北花田町一丁４

2985 スギ薬局　新金岡店 大阪府堺市北区長曽根町７２０-１

2986 スギ薬局　中百舌鳥店 大阪府堺市北区金岡町３０４７-３

2987 スギ薬局　堺長曽根店 大阪府堺市北区長曽根町３０４３-４

2988 堺市美原区 スギ薬局　堺美原店 大阪府堺市美原区北余部４７０-１

2989 岸和田市 スギ薬局　岸和田上松店 大阪府岸和田市上松町３-５-９

2990 スギ薬局　岸和田小松里店 大阪府岸和田市小松里町２１０４

2991 ココカラファイン薬局　ＪＲ東岸和田駅前店 大阪府岸和田市土生町４-１-１

2992 さくら薬局　岸和田岡山店 大阪府岸和田市岡山町３５-２

2993 スギ薬局　岸和田北店 大阪府岸和田市箕土路町１-１０-３８

2994 スギ薬局　岸和田上野店 大阪府岸和田市上野町西１４-２５

2995 スギ薬局　岸和田山直店 大阪府岸和田市三田町１２-１

2996 豊中市 日本調剤　桃山台薬局 大阪府豊中市新千里南町２-６-１２　トーエイビル１０４

2997 スギ薬局　庄内東店 大阪府豊中市庄内東町１-７-１９

2998 新千里南薬局 (R03.03請求から) 大阪府豊中市新千里南町３-１-１４　ナカニシビル１０１

2999 ココカラファイン薬局　岡町店 大阪府豊中市中桜塚１-１-１　Ｔｉｏ岡町１Ｆ

3000 さくら薬局　豊中桜の町店 大阪府豊中市桜の町１-５-１３　アメニティミヤビ１０１

60/73



直接審査支払　合意薬局リスト（県別、市区郡別） 令和2年12月15日更新分

No. 県名 市区郡 名称 所在地

3001 さくら薬局　豊中玉井町店 大阪府豊中市玉井町１-９-１９

3002 さくら薬局　豊中千里園店 大阪府豊中市千里園３-１５-１８

3003 さくら薬局　豊中本町店 大阪府豊中市本町１-９-２１　ロリオンミヤモトビル１Ｆ

3004 さくら薬局　豊中柴原店 大阪府豊中市柴原町４-１１５-１先

3005 スギ薬局　豊中春日店 大阪府豊中市春日町４-１-３５

3006 スギ薬局　服部西店 大阪府豊中市服部豊町２-１５-７　阪急オアシス服部西店内

3007 スギ薬局　豊中庄内店 大阪府豊中市庄内幸町５-９-１２

3008 スギ薬局　東豊中店 大阪府豊中市東豊中町５-３１-５

3009 スギ薬局　豊中小曽根店 大阪府豊中市浜２-１７-５

3010 スギ薬局　西緑丘店 大阪府豊中市西緑丘２-８-５

3011 吹田市 スギ薬局　南千里駅前店 大阪府吹田市佐竹台１-４-１

3012 スギ薬局　豊津店 大阪府吹田市垂水町２-４-３７　ＦＬＡＴ３４豊津　豊津振興ビル１Ｆ

3013 スギ薬局　吹田中央店 大阪府吹田市山田西１-３-３

3014 ココカラファイン薬局　吹田グリーンプレイス店 大阪府吹田市片山町２-４-１１　グリーンプレイス　イーストゾーン

3015 スギ薬局　吹田清水店 (R03.02請求から) 大阪府吹田市清水１２-１３

3016 スギ薬局　千里丘店 大阪府吹田市長野東８-２

3017 さくら薬局　吹田垂水店 大阪府吹田市垂水町３-１９-１３

3018 スギ薬局　千里山店 大阪府吹田市千里山松が丘２６-１２　メゾンリラ千里山１Ｆ

3019 スギ薬局　江坂垂水町店 大阪府吹田市垂水町３-９-１０　白川ビル１Ｆ

3020 スギ薬局　吹田金田店 大阪府吹田市金田町２８-１０

3021 スギ薬局　佐井寺店 大阪府吹田市佐井寺３-２０-３２

3022 ココカラファイン薬局　江坂店 大阪府吹田市豊津町１-２５　江坂森田ビル１Ｆ

3023 泉大津市 スギ薬局　泉大津東雲店 大阪府泉大津市東雲町７-１４

3024 日本調剤　泉大津薬局 大阪府泉大津市池浦町４-５-５

3025 高槻市 きららみらい薬局　阪急富田店 大阪府高槻市富田町３-４-１０

3026 スギ薬局　たかつき本通り店 大阪府高槻市高槻町１４-１３　丸西ビル１Ｆ

3027 日本調剤　みずき通り薬局 大阪府高槻市紺屋町１２-１０　高槻ヨシダビル１Ｆ

3028 日本調剤　紺屋町薬局 大阪府高槻市紺屋町９-１８　さつきビル１Ｆ

3029 日本調剤　高槻薬局 大阪府高槻市城北町２-１-１８

3030 きららみらい薬局　富田店 大阪府高槻市富田町１-１１-７　ハイム岡１０１号

3031 スギ薬局　高槻西冠店 大阪府高槻市西冠２-２-１

3032 ココカラファイン薬局　摂津富田店 大阪府高槻市富田丘町２-２　ステーシア高槻１Ｆ

3033 貝塚市 セガミ薬局　貝塚店 大阪府貝塚市堀３-２-１５

3034 守口市 エムハート薬局　守口駅前店 大阪府守口市桜町６-１０

3035 阪神調剤薬局　守口店 大阪府守口市北斗町８-１３

3036 アカカベ薬局　守口店 大阪府守口市佐太東町１-３８-９

3037 枚方市 アカカベ　香里薬局 大阪府枚方市東香里南町３-１２

3038 アカカベ　茄子作薬局 大阪府枚方市茄子作北町３０-５

3039 アカカベ　山之上薬局 大阪府枚方市山之上北町７-１５

3040 ドラッグストア　アカカベ禁野薬局 大阪府枚方市西禁野１-１-１２

3041 星薬局 大阪府枚方市星丘３-６-３５

3042 スギ薬局　枚方市駅前店 大阪府枚方市岡東町１８-２３　枚方近畿ビル１Ｆ

3043 スギ薬局　くずはモール店 大阪府枚方市楠葉花園町１０-８５　ＫＵＺＵＨＡ　ＭＡＬＬ　南館１Ｆ　Ｓ１０３号

3044 きららみらい薬局　なぎさ店 大阪府枚方市渚南町２６-２８　ユニライフ御殿山１０３号

3045 きららみらい薬局　香里園店 大阪府枚方市香里園町９-２５　メディカルモール香里園１０１号室

3046 きららみらい薬局　京阪枚方市駅店 大阪府枚方市岡東町１９-１９　京阪百貨店枚方店Ｃ棟内

3047 アカカベ　長尾元町薬局 大阪府枚方市長尾元町１-２１-４５

3048 アカカベ薬局　甲斐田東町店 大阪府枚方市甲斐田東町９-２

3049 きららみらい薬局　船橋店 大阪府枚方市船橋本町２-５２

3050 きららみらい薬局　枚方公園店 大阪府枚方市枚方元町７-１６　ハヤロク公園ビル１Ｆ
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3051 きららみらい薬局　渚南店 大阪府枚方市渚南町２６-５　御殿山みらいメディカルビル＆ケアビル１０２

3052 きららみらい薬局　なかぶり店 大阪府枚方市走谷２-３１-１

3053 茨木市 スギ薬局　茨木上穂積店 大阪府茨木市上穂積２-１-４４

3054 スギ薬局　茨木西店 大阪府茨木市西駅前町７　メゾン茨木西駅前１Ｆ

3055 スギ薬局　中津店 大阪府茨木市中津町２２-２５

3056 スギ薬局　茨木上郡店 大阪府茨木市上郡２-１３-１４　ゴウダＣ＆Ｅビル１Ｆ

3057 日本調剤　阪大前薬局 大阪府茨木市美穂ヶ丘３-８

3058 日本調剤　茨木駅前薬局 大阪府茨木市永代町７-１０　川崎ビル１Ｆ

3059 日本調剤　茨木薬局 大阪府茨木市別院町５-７

3060 日本調剤　茨木東薬局 大阪府茨木市双葉町６-２　フォルテディコンフォート１Ｆ

3061 きららみらい薬局　中穂積店 大阪府茨木市中穂積３-１-２５

3062 ココカラファイン薬局　ビエラ茨木新中条店 大阪府茨木市新中条町１-３０　ビエラ茨木新中条２Ｆ

3063 スギ薬局　総持寺店 大阪府茨木市総持寺駅前町５-３１

3064 スギ薬局　鮎川店 大阪府茨木市鮎川４-１-１０

3065 スギ薬局　茨木水尾店 大阪府茨木市水尾１-１６-７

3066 スギ薬局　茨木駅前通り店 大阪府茨木市駅前４-２-２８

3067 八尾市 スギ薬局　八尾南久宝寺店 大阪府八尾市南久宝寺１-６０-１

3068 エムハート薬局　栄町店 大阪府八尾市栄町２-１-１８

3069 ココカラファイン薬局　イズミヤ八尾店 大阪府八尾市沼１-１　イズミヤ八尾店１Ｆ

3070 ライフォート久宝寺駅前薬局 大阪府八尾市龍華町２-１-１　坂本ビル２Ｆ

3071 セガミ薬局　久宝寺店 大阪府八尾市龍華町１-４-２　メガシティタワーズ２Ｆ

3072 ココカラファイン薬局　志紀店 大阪府八尾市天王寺屋７-５２

3073 泉佐野市 スギ薬局　日根野店 大阪府泉佐野市日根野７１０９

3074 富田林市 スギ薬局　富田林甲田店 大阪府富田林市甲田３-３-３５

3075 スギ薬局　富田林若松店 大阪府富田林市若松町５-２-１１

3076 寝屋川市 スギ薬局　寝屋川木田店 大阪府寝屋川市木田元宮１-２０-１

3077 スギ薬局　香里西店 大阪府寝屋川市香里西之町４-９

3078 スギ薬局　寝屋川成美店 大阪府寝屋川市成美町２８-３

3079 アカカベ薬局　大利店 大阪府寝屋川市北大利町１２-８　ヴィドールＳＯＮＯビル１Ｆ

3080 きららみらい薬局　大利店 大阪府寝屋川市東大利町１１-１３

3081 きららみらい薬局　緑町店 大阪府寝屋川市緑町４３-１５

3082 きららみらい薬局　楠根店 大阪府寝屋川市楠根南町２８-１２　フミハイツ１Ｆ

3083 きららみらい薬局　早子店 大阪府寝屋川市木田町４-４５

3084 きららみらい薬局　昭栄店 大阪府寝屋川市昭栄町１１-２８

3085 きららみらい薬局　東寝屋川店 大阪府寝屋川市打上元町１６-１

3086 日本調剤　寝屋川薬局 大阪府寝屋川市八坂町２-３

3087 さくら薬局　寝屋川南水苑店 大阪府寝屋川市南水苑町１６-１３

3088 スギ薬局　寝屋川黒原店 大阪府寝屋川市黒原新町９-１

3089 スギ薬局　寝屋川萱島店 大阪府寝屋川市萱島東３-１７-８

3090 スギ薬局　東香里店 大阪府寝屋川市寝屋１-２-８

3091 セガミ薬局　香里駅前店 大阪府寝屋川市香里南之町２８-２４-１０３

3092 河内長野市 くるみ薬局 大阪府河内長野市喜多町１９３-２

3093 松原市 スギ薬局　松原北新町店 大阪府松原市北新町４-１５２-１

3094 スギ薬局　松原南新町店 大阪府松原市南新町１-３-１５

3095 ココカラファイン薬局　河内天美駅前店 大阪府松原市天美東７-９-３

3096 スギ薬局　河内松原駅前店 大阪府松原市上田３-６-１　ゆめニティまつばら１Ｆ

3097 ライフォート松原薬局 大阪府松原市上田５-１０-３７

3098 スギ薬局　カナートモール松原店 大阪府松原市田井城１-１-１　カナートモール松原１Ｆ

3099 大東市 アカカベ　扇町薬局 大阪府大東市扇町１０-５

3100 アカカベ薬局　住道駅前店 大阪府大東市住道２-７-１２
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3101 くすのき薬局 大阪府大東市野崎１-７-１７

3102 スギ薬局　カナートモール住道店 大阪府大東市大野１-３-１　カナートモール住道１Ｆ

3103 エムハート薬局　大東店 大阪府大東市新田東本町１-２６

3104 アカカベ薬局　谷川店 大阪府大東市谷川２-１０-５１　三宝ビル１Ｆ

3105 アカカベ薬局　ポップタウン住道店 大阪府大東市赤井１-１５-２７　ポップタウン５番館

3106 ココカラファイン薬局　南津の辺店 大阪府大東市南津の辺町７-３５　メディカルモール内

3107 大阪大東さくら薬局 大阪府大東市諸福８-２-２５

3108 大阪住道さくら薬局 大阪府大東市新町９-７

3109 和泉市 スギ薬局　和泉小田店 大阪府和泉市小田町２-１６-５６

3110 日本調剤　光明池薬局 大阪府和泉市室堂町８４１-９　光明池駅前ビル３Ｆ

3111 スギ薬局　和泉府中東店 大阪府和泉市府中町４-２１-１２

3112 ココカラファイン薬局　エコールいずみ店 大阪府和泉市いぶき野５-１-１１　エコールいずみ１Ｆ

3113 ココカラファイン薬局　イズミヤ和泉中央店 大阪府和泉市いぶき野５-１-１１　イズミヤ和泉中央店１Ｆ

3114 ココカラファイン薬局　和泉市立総合医療センター店 大阪府和泉市和気町４-５-１

3115 スギ薬局　和泉府中店 大阪府和泉市肥子町２-２-６８

3116 スギ薬局　和泉和田店 大阪府和泉市和田町２７６-１

3117 箕面市 スギ薬局　箕面小野原店 大阪府箕面市粟生新家４-１-１４

3118 スギ薬局　箕面船場店 大阪府箕面市船場西２-１２-４　ＯＴＣプライムハイツ１０１号

3119 スギ薬局　箕面東店 大阪府箕面市粟生外院１-１７-３５

3120 スギ薬局　箕面今宮店 大阪府箕面市今宮１-８-２２

3121 さくら薬局　箕面西小路店 大阪府箕面市西小路３-１７-３６

3122 柏原市 スギ薬局　柏原玉手店 大阪府柏原市玉手町２４-３２　デイリーカナートイズミヤ玉手店内

3123 羽曳野市 さくら薬局　はびきの医療センター前店 大阪府羽曳野市羽曳が丘１-１-２６

3124 門真市 アカカベ　門真団地薬局 大阪府門真市島頭４-１０-７

3125 アカカベ薬局　常盤町店 大阪府門真市常盤町４-２４-２

3126 スギ薬局　門真店 大阪府門真市深田町１-４

3127 きららみらい薬局　エル大和田店 大阪府門真市宮野町１-４

3128 スギ薬局　古川橋店 大阪府門真市幸福町４-２２　ヨシカネビル１Ｆ

3129 スギ薬局　門真千石店 大阪府門真市千石西町１-２１

3130 スギ薬局　大和田駅前店 大阪府門真市常称寺町１９-２０

3131 スギ薬局　門真舟田店 大阪府門真市舟田町２４-１　エディオン門真店１Ｆ

3132 高石市 スギ薬局　高石駅前店 大阪府高石市綾園１-１４-２８

3133 スギ薬局　取石店 大阪府高石市取石７-１-４３

3134 藤井寺市 くるみ薬局　野中店 大阪府藤井寺市野中２-１２３-１

3135 東大阪市 スギ薬局　東大阪楠根店 大阪府東大阪市楠根３-１５-５

3136 アカカベ薬局　吉田店 大阪府東大阪市中新開２-１３-４０

3137 スギ薬局　ひょうたん山店 大阪府東大阪市若草町５-３５

3138 ココカラファイン薬局　布施二条通店 大阪府東大阪市足代１-１２-３　東大阪三和東洋ビル１Ｆ

3139 日本調剤　東大阪薬局 大阪府東大阪市西岩田３-４-４

3140 みとＮＰＣ薬局 大阪府東大阪市友井２-３４-２７　幸宝ビル１Ｆ

3141 エムハート薬局　はなぞの店 大阪府東大阪市吉田１-１-２８　パザパはなぞの１Ｆ　１１１号

3142 エムハート薬局　おおはす店 大阪府東大阪市大蓮北３-１７-２４

3143 スギ薬局　菱江店 大阪府東大阪市稲葉１-６-２６

3144 スギ薬局　小阪駅南店 大阪府東大阪市小阪本町１-３-２　湖月堂ビル１Ｆ

3145 アカカベ薬局　徳庵駅前店 大阪府東大阪市徳庵本町４-３

3146 スギ薬局　東大阪旭町店 大阪府東大阪市旭町２２-２６　枚岡プラザ本館１Ｆ

3147 アカカベ薬局　西鴻池町店 大阪府東大阪市西鴻池町２-４-２４

3148 ココカラファイン薬局　長瀬店 大阪府東大阪市菱屋西１-１９-２４　ビラ菱屋西１Ｆ

3149 スギ薬局　八戸ノ里店 (R03.02請求から) 大阪府東大阪市下小阪５-５-２１

3150 スギ薬局　若江南店 大阪府東大阪市若江南町１-４-３
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3151 大阪鴻池駅前さくら薬局 大阪府東大阪市西鴻池町１-２-６　森本ビル１Ｆ

3152 スギ薬局　渋川店 大阪府東大阪市渋川町１-４-１２

3153 スギ薬局　高井田店 大阪府東大阪市高井田本通３-６-３１

3154 スギ薬局　小阪駅前店 大阪府東大阪市小阪１-７-２　小阪第２近鉄ビル１Ｆ

3155 セガミ薬局　河内永和店 大阪府東大阪市永和２-５-３３

3156 ココカラファイン薬局　上小阪店 大阪府東大阪市西上小阪６-１５

3157 セガミ薬局　長田西店 大阪府東大阪市長田西６-５-４０

3158 セガミ薬局　八戸ノ里店 大阪府東大阪市小阪３-４-５４　八戸ノ里グランドマンション医療センター内

3159 ココカラファイン薬局　長堂店 大阪府東大阪市長堂１-２-５　布施駅前ビル１Ｆ

3160 泉南市 さくら薬局　大阪泉南店 大阪府泉南市信達岡中９３６-１

3161 四條畷市 アカカベ　楠公通薬局 大阪府四條畷市楠公１-１５-８

3162 アカカベ薬局　岡山店 大阪府四條畷市岡山１-１２-３１

3163 エムハート薬局　田原台店 大阪府四條畷市田原台４-４-１０

3164 アカカベ薬局　四條畷店 大阪府四條畷市江瀬美町１２-３

3165 交野市 アカカベ　交野薬局 大阪府交野市私部４-２８-３

3166 アカカベ薬局　私部店 大阪府交野市私部３-１２-３

3167 スギ薬局　交野店 大阪府交野市私部西１-３３-２０　じゃんぼスクエア交野店１Ｆ

3168 スギ薬局　倉治店 大阪府交野市倉治３-５-１４

3169 エムハート薬局　おりひめ店 大阪府交野市私部８-３-５　東明ビル１Ｆ

3170 阪南市 さくら薬局　阪南桃の木台店 大阪府阪南市桃の木台８-４２３-３０

3171 エムハート薬局　はんなん店 大阪府阪南市鳥取６５４-３

3172 さくら薬局　阪南尾崎店 大阪府阪南市尾崎町１３７-１　第２池田ビル１０１号

3173 さくら薬局　阪南箱の浦店 大阪府阪南市箱の浦４３０-２２

3174 泉南郡熊取町 ライフみなみ薬局 大阪府泉南郡熊取町大久保中１-２-１

3175 ライフくまとり薬局 大阪府泉南郡熊取町紺屋１-２４-３

3176 泉南郡岬町 さくら薬局　大阪淡輪店 大阪府泉南郡岬町淡輪４６５８-２

3177 兵庫県 神戸市東灘区 スギ薬局　御影店 兵庫県神戸市東灘区御影本町２-６-１０　デイリーカナートイズミヤ御影店内

3178 日本調剤　甲南薬局 兵庫県神戸市東灘区鴨子ヶ原１-５-１６

3179 日本調剤　住吉駅前薬局 兵庫県神戸市東灘区住吉本町２-１３-１　グランフォーレ住吉１Ｆ

3180 あじさい薬局 兵庫県神戸市東灘区森南町１-５-１

3181 日本調剤　六甲アイランド薬局 兵庫県神戸市東灘区向洋町中２-１３　シェラトンスクエア２Ｆ

3182 スギ薬局　岡本店 兵庫県神戸市東灘区岡本１-１１-３６　ユニハイム岡本１Ｆ

3183 スギ薬局　本山南店 兵庫県神戸市東灘区本山南町５-２-３

3184 スギ薬局　阪神深江店 兵庫県神戸市東灘区深江北町３-４-１９

3185 ライフォート阪神御影駅南薬局 兵庫県神戸市東灘区御影本町４-１０-１

3186 スギ薬局　石屋川店 兵庫県神戸市東灘区御影塚町４-１１-２０

3187 神戸市灘区 スギ薬局　水道筋店 兵庫県神戸市灘区水道筋５-２-４

3188 スギ薬局　大石店 兵庫県神戸市灘区大石東町５-４-１４

3189 神戸市兵庫区 日本調剤　神戸大井町薬局 兵庫県神戸市兵庫区大井通１-１-２７

3190 ミナミファーマシー薬局 (R03.03請求から) 兵庫県神戸市兵庫区駅南通２-２-３０

3191 日本調剤　神大前薬局 兵庫県神戸市兵庫区荒田町３-１２-１７

3192 ココカラファイン薬局　兵庫駅前店 兵庫県神戸市兵庫区駅前通１-２-１　アルバビル１Ｆ

3193 スギ薬局　新開地店 兵庫県神戸市兵庫区新開地６-１-１２　コーポラティブハウス神戸Ｉ　１Ｆ

3194 神戸市長田区 さくら薬局　神戸夢野台店 兵庫県神戸市長田区房王寺町６-１-２１

3195 スギ薬局　長田店 兵庫県神戸市長田区北町１-４　ライフ長田店１Ｆ

3196 神戸市須磨区 スギ薬局　白川台店 兵庫県神戸市須磨区車字仏坂８０９-１

3197 スギ薬局　須磨北店 兵庫県神戸市須磨区多井畑字東山ノ上１３-３１

3198 ライフォート須磨薬局 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通４-７-９

3199 神戸市垂水区 スギ薬局　舞子坂店 兵庫県神戸市垂水区舞子坂４-１-１７　フレスポ舞子坂２Ｆ

3200 スギ薬局　舞子店 兵庫県神戸市垂水区舞子台６-２０-１７　ダイエー舞子店１Ｆ
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3201 スギ薬局　ジェームス山店 兵庫県神戸市垂水区青山台７-６-１　マルアイ　ジェームス山店１Ｆ

3202 赤羽薬局　つつじが丘店 兵庫県神戸市垂水区つつじが丘４-５-４

3203 赤羽薬局　学が丘店 兵庫県神戸市垂水区学が丘４-１０-２６　ネスト学が丘１Ｆ

3204 日本調剤　舞多聞薬局 兵庫県神戸市垂水区舞多聞西６-１-１　舞多聞１００年の杜メディカルモール北棟１Ｆ

3205 さくら薬局　神戸学が丘店 兵庫県神戸市垂水区学が丘１-２０-１５

3206 スギ薬局　本多聞店 兵庫県神戸市垂水区本多聞２-２４-１２

3207 スギ薬局　東垂水店 兵庫県神戸市垂水区東垂水町高丸７６２-６６８

3208 スギ薬局　名谷店 兵庫県神戸市垂水区名谷町字横尾１７６３-１

3209 神戸市中央区 日本調剤　新神戸薬局 兵庫県神戸市中央区籠池通４-１-１１

3210 日本調剤　ポートアイランド薬局 兵庫県神戸市中央区港島南町２-１-１１-２０３

3211 日本調剤　みなとじま薬局 兵庫県神戸市中央区港島中町４-６-２

3212 スギ薬局　神戸駅前店 兵庫県神戸市中央区中町通３-２-１５　ライフ神戸駅前店２Ｆ

3213 スギ薬局　三宮旭通店 兵庫県神戸市中央区旭通４-１-４　シティータワープラザ２Ｆ

3214 神戸市西区 スギ薬局　神戸持子店 兵庫県神戸市西区持子２-８

3215 日本調剤　西神中央薬局 兵庫県神戸市西区糀台５-２-１

3216 ココカラファイン薬局　春日台店 兵庫県神戸市西区春日台３-３-２７

3217 スギ薬局　神陵台店 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬７０-２

3218 姫路市 スギ薬局　姫路中央店 兵庫県姫路市神屋町６-７３

3219 スギ薬局　姫路駅前店 兵庫県姫路市駅前町６０　ホテルモントレ姫路２Ｆ

3220 スギ薬局　東姫路店 兵庫県姫路市阿保甲７１-１

3221 スギ薬局　姫路花田店 兵庫県姫路市花田町加納原田９１５

3222 さくら薬局　にぶの店 兵庫県姫路市仁豊野６１２

3223 スギ薬局　姫路飾磨店 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒２３４

3224 スギ薬局　姫路野里店 兵庫県姫路市野里１０６-３

3225 スギ薬局　姫路広畑店 兵庫県姫路市広畑区北野町１-１

3226 スギ薬局　飾磨中浜店 兵庫県姫路市飾磨区中浜町１-２１

3227 スギ薬局　姫路御着店 兵庫県姫路市御国野町御着７５６

3228 スギ薬局　夢前台店 兵庫県姫路市上手野３０９-６

3229 尼崎市 スギ薬局　南塚口店 兵庫県尼崎市南塚口町７-２２-４

3230 スギ薬局　尼崎久々知店 兵庫県尼崎市久々知西町２-３-３

3231 エムハート薬局　むこのそう店 兵庫県尼崎市武庫之荘２-３０-１２　ＣＯＮＩＦＥＲ　１０１号室

3232 スギ薬局　尼崎西立花店 兵庫県尼崎市西立花町３-４-２０

3233 ちゅうりっぷ調剤薬局 (R03.03請求から) 兵庫県尼崎市塚口町１-２-２　河村ビル２Ｆ

3234 にしいち調剤薬局　ＪＲ尼崎駅北店 兵庫県尼崎市潮江１-３-４３

3235 にしいち調剤薬局　昭和通店 兵庫県尼崎市昭和通５-１６４

3236 にしいち調剤薬局　若王寺店 兵庫県尼崎市若王寺１-２-２

3237 ニシイチ薬局　アミング潮江店 兵庫県尼崎市潮江１-２１-１

3238 ニシイチ薬局 兵庫県尼崎市尾浜町２-２１-４０

3239 にしいち薬局　武庫之荘駅南口店 (R03.02請求から) 兵庫県尼崎市南武庫之荘１-１９-１　有恒ビル１Ｆ

3240 日本調剤　塚口駅前薬局 兵庫県尼崎市塚口町１-１８-２０　グランクラス塚口１Ｆ

3241 日本調剤　武庫之荘薬局 兵庫県尼崎市南武庫之荘１-２０-８

3242 スギ薬局　阪神尼崎店 兵庫県尼崎市神田中通４-１５７

3243 さくら薬局　尼崎立花店 兵庫県尼崎市三反田町２-２０-６

3244 スギ薬局　尼崎潮江店 兵庫県尼崎市潮江１-２２-１　アミング潮江ウエスト１番館１Ｆ

3245 さくら薬局　尼崎東園田店 兵庫県尼崎市東園田町４-９６-６　Ｓビルディング１Ｆ

3246 さくら薬局　園田駅前店 兵庫県尼崎市東園田町９-１８-１

3247 スギ薬局　武庫之荘店 兵庫県尼崎市南武庫之荘１-１９-２０　阪急オアシス武庫之荘店２Ｆ

3248 スギ薬局　尼崎水堂町店 兵庫県尼崎市水堂町４-２-１

3249 スギ薬局　尼崎南七松店 兵庫県尼崎市南七松町２-８-２２

3250 スギ薬局　東園田店 兵庫県尼崎市東園田町２-５５-１
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3251 スギ薬局　上ノ島店 兵庫県尼崎市上ノ島町２-３６-８

3252 スギ薬局　尼崎西長洲店 兵庫県尼崎市長洲西通１-８-２３

3253 スギ薬局　上坂部店 兵庫県尼崎市上坂部１-３-２５

3254 食満ライフォート薬局 兵庫県尼崎市食満７-１-３０

3255 セガミ薬局　塚口店 兵庫県尼崎市塚口町１-１５-８　いかりスーパーマーケットＢ１Ｆ

3256 ココカラファイン薬局　立花店 兵庫県尼崎市立花町４-２-１７

3257 スギ薬局　阪神尼崎駅前店 兵庫県尼崎市御園町５４　カーム尼崎１Ｆ１０９号室

3258 ライフォート南塚口薬局 兵庫県尼崎市南塚口町８-５７-１３

3259 明石市 いとう薬局 兵庫県明石市大明石町１-６-１６　１Ｆ

3260 スギ薬局　明石魚住店 兵庫県明石市魚住町清水１６２０-１

3261 さくら薬局　明舞店 兵庫県明石市松が丘２-２-６　明舞プラザ２Ｆ

3262 さくら薬局　明舞松が丘店 兵庫県明石市松が丘２-３-３　コムボックス明舞３Ｆ

3263 ココカラファイン薬局　西明石店 兵庫県明石市小久保２-１-９

3264 西宮市 今津マルゼン薬局 兵庫県西宮市津門呉羽町２-４５

3265 スギ薬局　コロワ甲子園店 兵庫県西宮市甲子園高潮町３-３　コロワ甲子園Ｂ１Ｆ

3266 日本調剤　西宮東薬局 兵庫県西宮市小曽根町２-４-２４　シュヴァルブラン１Ｆ

3267 スギ薬局　甲子園口グリーンプレイス店 兵庫県西宮市松山町１３-１　甲子園口グリーンプレイス内

3268 ニシイチ薬局　健康館上ヶ原店 兵庫県西宮市上ケ原四番町３-１６

3269 にしいち調剤薬局　門前店 兵庫県西宮市門前町３-２

3270 ニシイチ薬局　甲東園店 兵庫県西宮市上大市３-５-３　エルドラド甲東園１Ｆ

3271 日本調剤　西宮薬局 兵庫県西宮市西福町５-１６-１０２

3272 ココカラファイン薬局　エビスタ西宮店 兵庫県西宮市田中町１-６　エビスタ西宮３Ｆ

3273 さくら薬局　西宮高松店 兵庫県西宮市高松町４-８　プレラにしのみや１０５-２

3274 さくら薬局　西宮能登店 兵庫県西宮市能登町１１-１１

3275 スギ薬局　浜甲子園店 兵庫県西宮市甲子園九番町１１-６２

3276 スギ薬局　西宮中前田店 兵庫県西宮市中前田町７-２０

3277 スギ薬局　苦楽園店 兵庫県西宮市樋之池町７-２　ＫＤＸレジデンス夙川ヒルズ　Ｂ１Ｆ

3278 セガミ薬局　生瀬店 兵庫県西宮市生瀬東町２４-１０　グリンハイム宝塚１Ｆ

3279 芦屋市 日本調剤　芦屋薬局 兵庫県芦屋市朝日ヶ丘町３９-１１

3280 伊丹市 スギ薬局　昆陽東店 兵庫県伊丹市昆陽東１-２-７　阪急オアシス１Ｆ

3281 日本調剤　近畿中央病院前薬局 兵庫県伊丹市車塚３-１

3282 スギ薬局　昆陽店 兵庫県伊丹市山田５-３-３

3283 スギ薬局　伊丹店 兵庫県伊丹市西台３-７-７　阪急オアシス伊丹店２Ｆ

3284 豊岡市 日本調剤　日高薬局 兵庫県豊岡市日高町岩中２０８

3285 加古川市 スギ薬局　宝殿店 兵庫県加古川市米田町平津４７７-７

3286 日本調剤　加古川薬局 兵庫県加古川市加古川町寺家町６２１

3287 スギ薬局　加古川平野店 (R03.02請求から) 兵庫県加古川市加古川町平野２５０

3288 スギ薬局　加古川店 兵庫県加古川市東神吉町出河原８６２

3289 スギ薬局　東加古川店 兵庫県加古川市平岡町一色３４４-１

3290 赤穂市 日本調剤　赤穂薬局 兵庫県赤穂市中広１０９５-２

3291 ライフォート赤穂薬局 兵庫県赤穂市加里屋駅前町６５-１７

3292 宝塚市 スギ薬局　宝塚中山店 兵庫県宝塚市売布東の町２１-２２　ダイエー宝塚中山店１Ｆ

3293 スギ薬局　宝塚小林店 兵庫県宝塚市小林３-９-３５

3294 スギ薬局　宝塚南店 兵庫県宝塚市高司５-１-１７

3295 にしいち調剤薬局　宝塚店 兵庫県宝塚市野上１-１-７

3296 ニシイチ薬局　健康館山本駅前店 (R03.02請求から) 兵庫県宝塚市山本東３-５-２０

3297 ニシイチ薬局　健康館小林駅前店 (R03.02請求から) 兵庫県宝塚市小林２-９-１８

3298 さくら薬局　宝塚五月台店 兵庫県宝塚市中山五月台２-１１-８

3299 さくら薬局　小林駅前店 兵庫県宝塚市小林２-１０-１７　ストリート小林２Ｆ

3300 さくら薬局　逆瀬川駅前店 兵庫県宝塚市逆瀬川２-１-１１

66/73



直接審査支払　合意薬局リスト（県別、市区郡別） 令和2年12月15日更新分

No. 県名 市区郡 名称 所在地

3301 さくら薬局　清荒神駅前店 兵庫県宝塚市清荒神１-３-１５　パセオ清荒神

3302 さくら薬局　宝塚売布店 兵庫県宝塚市売布２-１２-６　谷内ビル１０２

3303 さくら薬局　宝塚小林店 兵庫県宝塚市小林５-４-１９　エステート吉田１Ｆ

3304 高砂市 ココカラファイン薬局　高砂荒井店 兵庫県高砂市荒井町日之出町４-１０　青手木ビル１０１

3305 ライフォート米田北薬局 兵庫県高砂市米田町米田７２２-８２

3306 ライフォート高砂薬局 兵庫県高砂市荒井町日之出町１０-１２

3307 小野市 日本調剤　北播磨薬局 兵庫県小野市市場町字南山９２６-４５１

3308 三田市 スギ薬局　三田富士が丘店 兵庫県三田市富士が丘２-７-１　モールラフィーネ内

3309 スギ薬局　三田店 兵庫県三田市三輪４-５-２０　ミスミモール内

3310 川辺郡猪名川町 ライフォートパークタウン薬局 兵庫県川辺郡猪名川町若葉１-４-２

3311 スギ薬局　日生中央店 兵庫県川辺郡猪名川町伏見台１-１-５６

3312 美方郡香美町 日本調剤　香住薬局 兵庫県美方郡香美町香住区若松５３８

3313 奈良県 奈良市 スギ薬局　学園前南店 奈良県奈良市中町１-８７

3314 スギ薬局　南京終町店 奈良県奈良市南京終町１-１７４-２

3315 スギ薬局　ミ・ナーラ店 奈良県奈良市二条大路南１-３-１　ミ・ナーラ１Ｆ

3316 サン薬局　二名店 奈良県奈良市二名３-１０４６-１

3317 スギ薬局　富雄三松店 奈良県奈良市三松４-８８０-３

3318 スギ薬局　登美ケ丘店 奈良県奈良市中登美ケ丘３-１

3319 サン薬局　富雄店 奈良県奈良市鳥見町１-１-２

3320 サン薬局　中町店 奈良県奈良市中町４８４２-１

3321 サン薬局　高の原店 奈良県奈良市右京４-１４-２４

3322 サン薬局　京終店 奈良県奈良市南京終町７１０-１

3323 ココカラファイン薬局　七条店 奈良県奈良市七条西町２-１１００

3324 さくら薬局　奈良総合医療センター前店 奈良県奈良市石木町６３４-１

3325 スギ薬局　学園前店 奈良県奈良市中山町西１-７１６-３　ならコープ２Ｆ

3326 サン薬局　平松店 奈良県奈良市平松１-３１-２４　池田ビル１０１

3327 サン薬局　新大宮店 奈良県奈良市芝辻町４-２-３

3328 サン薬局　奈良店 奈良県奈良市花芝町２９

3329 さくら薬局　奈良学園前店 奈良県奈良市鶴舞西町１-１６

3330 サン薬局　西ノ京店 奈良県奈良市六条３-１５-５

3331 サン薬局　富雄北店 奈良県奈良市富雄川西２-７-７　富雄川西メディカルビル

3332 サン薬局　学園前店 奈良県奈良市学園北１-１４-１３

3333 サン薬局　西大寺南店 奈良県奈良市西大寺国見町１-１-１３３-１１７

3334 サン薬局　紀寺店 奈良県奈良市紀寺東口町６７５-１　サンリットフラッツ紀寺１０２

3335 セガミ薬局　朱雀店 奈良県奈良市朱雀６-９-５　コープ朱雀店別棟

3336 大和高田市 サン薬局　高田南店 奈良県大和高田市根成柿１７４-２

3337 サン薬局　高田店 奈良県大和高田市礒野北町６-６

3338 サン薬局　高田東店 奈良県大和高田市永和町９-４５

3339 大和郡山市 サン薬局　郡山南店 奈良県大和郡山市天井町２２３-５

3340 日本調剤　キヨスミ薬局 奈良県大和郡山市本庄町２-１

3341 さくら薬局　大和郡山店 奈良県大和郡山市柳町１２８-９　カイチビル１Ｆ

3342 サン薬局　ＪＲ郡山店 奈良県大和郡山市高田町９-１２

3343 サン薬局　郡山店 奈良県大和郡山市朝日町１-１６

3344 サン薬局　郡山東店 奈良県大和郡山市高田町９２-１４

3345 ジップドラッグ　今国府薬局 奈良県大和郡山市今国府町３９０-１

3346 天理市 サン薬局　天理本通店 奈良県天理市川原城町６９８

3347 サン薬局　天理中央店 奈良県天理市川原城町７５９-１０４

3348 スギ薬局　天理店 奈良県天理市指柳町３０３-１

3349 サン薬局　憩北店 奈良県天理市別所町９-１

3350 サン薬局　天理東２号店 奈良県天理市森本町１０-５
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3351 ココカラファイン薬局　天理店 奈良県天理市守目堂町１０５-１

3352 サン薬局　丹波市店 奈良県天理市丹波市町３０３-９

3353 サン薬局　天理西店 奈良県天理市富堂町３２０-５

3354 サン薬局　天理東店 奈良県天理市蔵之庄町４７０-６

3355 サン薬局　天理南店 奈良県天理市西井戸堂町４５５-２

3356 橿原市 エムハート薬局　くずもと店 奈良県橿原市葛本町７０７-９

3357 日本調剤　橿原薬局 奈良県橿原市兵部町７-１５

3358 サン薬局　八木店 奈良県橿原市内膳町４-４３-６

3359 サン薬局　医大前店 奈良県橿原市兵部町６-１８

3360 サン薬局　新ノ口店 奈良県橿原市上品寺町３８０-２３

3361 サン薬局　坊城店 奈良県橿原市東坊城町８４８-７

3362 サン薬局　真菅店 奈良県橿原市曽我町１０６３-６　ラカーサ慈光１Ｆ

3363 サン薬局　八木駅前店 奈良県橿原市内膳町５-２-３０　ＯＪビル

3364 サン薬局　神宮東店 奈良県橿原市久米町６５０-１

3365 サン薬局　八木北店 奈良県橿原市上品寺町２０４-１

3366 スギ薬局　橿原真菅店 奈良県橿原市北妙法寺町５５５-１

3367 ココカラファイン薬局　八木調剤店 奈良県橿原市新賀町４６８

3368 ココカラファイン薬局　八木駅前店 奈良県橿原市内膳町１-１-５

3369 桜井市 サン薬局　桜井店 奈良県桜井市大字桜井２０３-５

3370 サン薬局　桜井西店 奈良県桜井市阿部３５３

3371 ココカラファイン薬局　香久山店 奈良県桜井市西之宮２１９-１

3372 御所市 サン薬局　御所南店 奈良県御所市西寺田１４５-２

3373 サン薬局　御所店 奈良県御所市３９５-１

3374 生駒市 サン薬局　北大和店 奈良県生駒市北大和１-２３-１

3375 スギ薬局　東生駒店 奈良県生駒市東菜畑１-２５６

3376 スギ薬局　生駒店 奈良県生駒市谷田町１３２８-１

3377 サン薬局　生駒店 奈良県生駒市谷田町８７３-１

3378 サン薬局　谷田店 奈良県生駒市谷田町８５０-４

3379 サン薬局　一分店 奈良県生駒市壱分町８３-４８

3380 サン薬局　生駒駅前店 奈良県生駒市元町１-１３-１　グリーンヒル生駒４０５

3381 香芝市 サン薬局　旭ヶ丘店 奈良県香芝市旭ケ丘２-３０-１２　リ・フィデルＩ　１０２

3382 スギ薬局　香芝別所店 奈良県香芝市別所１２３-１

3383 サン薬局　香芝南店 奈良県香芝市上中８４１-３-２

3384 サン薬局　真美ヶ丘店 奈良県香芝市西真美１-５-１

3385 サン薬局　五位堂店 奈良県香芝市瓦口２３０９-１　Ｉ．Ｂグランド１０１

3386 サン薬局　香芝店 奈良県香芝市上中８３３-１

3387 宇陀市 サン薬局　宇陀店 奈良県宇陀市榛原萩原７６０-４

3388 生駒郡平群町 サン薬局　平群店 奈良県生駒郡平群町上庄１-１４-１２

3389 サン薬局　東山店 奈良県生駒郡平群町菊美台１-７-５

3390 サン薬局　三里店 奈良県生駒郡平群町下垣内７０-１

3391 生駒郡三郷町 サン薬局　三郷店 奈良県生駒郡三郷町立野南２-９-１２

3392 サン薬局　三室店 奈良県生駒郡三郷町勢野東６-１５-２１

3393 生駒郡斑鳩町 スギ薬局　法隆寺店 奈良県生駒郡斑鳩町興留５-１１-２４

3394 サン薬局　法隆寺店 奈良県生駒郡斑鳩町興留５-１５-１９

3395 サン薬局　法隆寺北店 奈良県生駒郡斑鳩町興留５-１-３２

3396 磯城郡田原本町 スギ薬局　田原本店 奈良県磯城郡田原本町大字阪手３１４-１

3397 サン薬局　田原本中央店 奈良県磯城郡田原本町宮古３５３-１

3398 高市郡高取町 サン薬局　高取店 奈良県高市郡高取町兵庫２２６

3399 北葛城郡上牧町 サン薬局　上牧西店 奈良県北葛城郡上牧町上牧５４４-１

3400 サン薬局　上牧店 奈良県北葛城郡上牧町上牧２１７４-２
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3401 北葛城郡王寺町 スギ薬局　奈良王寺店 奈良県北葛城郡王寺町王寺２-２-２０

3402 サン薬局　王寺駅前店 奈良県北葛城郡王寺町王寺２-４-７

3403 北葛城郡広陵町 スギ薬局　真美ヶ丘店 奈良県北葛城郡広陵町馬見南１-６-２０

3404 ココカラファイン薬局　イズミヤ広陵店 奈良県北葛城郡広陵町安部２３６-１-４

3405 北葛城郡河合町 東洋薬局　河合店 奈良県北葛城郡河合町西山台５６８-１-２

3406 和歌山県 和歌山市 エムハート薬局　くるみ店 和歌山県和歌山市園部５９６-１６

3407 日本調剤　和歌山西薬局 和歌山県和歌山市古屋６０

3408 日本調剤　九番丁薬局 和歌山県和歌山市九番丁２６

3409 紀の川市 日本調剤　紀の川薬局 和歌山県紀の川市打田１３４３-１

3410 ジップドラッグ　長山薬局 和歌山県紀の川市貴志川町長山２４５-１

3411 岩出市 ジップドラッグ　東洋岩出薬局 和歌山県岩出市野上野９８-３

3412 海草郡紀美野町 日本調剤　紀美野薬局 和歌山県海草郡紀美野町小畑９６-１

3413 日本調剤　小畑薬局 和歌山県海草郡紀美野町小畑字森ノ坪６０-１

3414 鳥取県 鳥取市 日本調剤　的場薬局 鳥取県鳥取市的場２-４０

3415 米子市 日本調剤　鳥大前薬局 鳥取県米子市西町７９

3416 倉吉市 日本調剤　西町薬局 鳥取県倉吉市仲ノ町２７１２-１

3417 島根県 松江市 日本調剤　松江薬局 島根県松江市母衣町１２６-３

3418 フリーダム古志薬局　津田店 島根県松江市西津田３-６-９

3419 フリーダム古志薬局　湖北店 島根県松江市岡本町１０９９-１

3420 フリーダム古志薬局　大庭店 島根県松江市大庭町１８０５-１

3421 フリーダム古志薬局　古志原店 島根県松江市古志原３-５-４１

3422 フリーダム古志薬局　桧山店 島根県松江市西津田５-２２-３３

3423 出雲市 日本調剤　出雲薬局 島根県出雲市灘分町５８６

3424 日本調剤　島大薬局 島根県出雲市塩冶町８９-１

3425 安来市 フリーダムプラス薬局 島根県安来市広瀬町広瀬１９５０-１

3426 江津市 日本調剤　江津薬局 島根県江津市江津町１０１６-４１

3427 岡山県 岡山市北区 日本調剤　北長瀬薬局 岡山県岡山市北区北長瀬表町３-１-１

3428 日本調剤　岡大前薬局 岡山県岡山市北区大学町６-２７-２

3429 セガミ薬局　岡大病院前店 岡山県岡山市北区大学町６-２８

3430 笠岡市 日本調剤　井笠薬局 岡山県笠岡市笠岡５６１８-１７

3431 瀬戸内市 岡本薬局 岡山県瀬戸内市邑久町豊原３３９-２

3432 和気郡和気町 東邦薬局　和気店 岡山県和気郡和気町日室１４３-１

3433 広島県 広島市中区 すずらん薬局　吉島店 広島県広島市中区吉島東１-４-１７

3434 すずらん薬局　紙屋町ビル店 広島県広島市中区紙屋町２-２-２

3435 クルーズ薬局　吉島店 (R03.02請求から) 広島県広島市中区吉島西１-２４-３０

3436 すずらん薬局 広島県広島市中区袋町４-６

3437 すずらん薬局　本店 広島県広島市中区袋町４-１

3438 コスモ薬局 広島県広島市中区大手町３-６-４　カルチェ大手町１Ｆ

3439 すずらん薬局　大手町店 広島県広島市中区大手町１-５-２２

3440 広島市東区 康仁薬局　牛田店 (R03.02請求から) 広島県広島市東区牛田中２-２-１

3441 康仁薬局　グランアーク店 (R03.02請求から) 広島県広島市東区若草町１１-２　グランアークテラス３Ｆ

3442 康仁薬局　矢賀店 (R03.02請求から) 広島県広島市東区矢賀２-８-１７

3443 広島市南区 日本調剤　広大前薬局 広島県広島市南区出汐１-５-１５　１Ｆ

3444 日本調剤　みどり町薬局 広島県広島市南区翠５-１７-１０

3445 クルーズ薬局　段原店 (R03.02請求から) 広島県広島市南区段原日出１-１５-２１

3446 康仁薬局　宇品神田店 (R03.02請求から) 広島県広島市南区宇品神田１-２-１６　２０２号

3447 康仁薬局　段原店 広島県広島市南区段原南１-３-５３

3448 広島市西区 すずらん薬局　庚午店 広島県広島市西区庚午中３-６-１１

3449 康仁薬局　庚午店 (R03.02請求から) 広島県広島市西区庚午北２-１７-１０

3450 ハーブ薬局 広島県広島市西区古江新町１３-３６
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3451 さんくす薬局　井口店 (R03.02請求から) 広島県広島市西区井口台２-２３-３２

3452 さんくす薬局　庚午南店 (R03.02請求から) 広島県広島市西区庚午南２-３７-３１

3453 日本調剤　天満町薬局 広島県広島市西区天満町１３-１　１Ｆ

3454 広島市安佐南区 クルーズ薬局　祇園店 (R03.02請求から) 広島県広島市安佐南区祇園５-２-４５-１０１

3455 クルーズ薬局　西風新都店 (R03.02請求から) 広島県広島市安佐南区伴南１-５-１８-８　１０１

3456 クルーズ薬局　緑井店 (R03.02請求から) 広島県広島市安佐南区緑井５-２９-１８-１０１

3457 康仁薬局　大町店 (R03.02請求から) 広島県広島市安佐南区大町東１-８-２５

3458 くるみ薬局　沼田店 (R03.02請求から) 広島県広島市安佐南区伴東７-５９-１

3459 さんくす薬局　沼田店 (R03.02請求から) 広島県広島市安佐南区伴東７-５８-３

3460 さんくす薬局　東原店 (R03.02請求から) 広島県広島市安佐南区東原１-１-２　シーブリーズ東原７番館

3461 広島市安佐北区 ココカラファイン薬局　安佐市民病院前店 広島県広島市安佐北区可部南５-１３-１８

3462 日本調剤　安佐北薬局 広島県広島市安佐北区可部南５-１３-１４

3463 広島市安芸区 すずらん薬局　船越店 広島県広島市安芸区船越南２-１８-９

3464 くるみ薬局　矢野店 (R03.02請求から) 広島県広島市安芸区矢野西４-１０-１８

3465 康仁薬局　矢野店 (R03.02請求から) 広島県広島市安芸区矢野西４-１-２１

3466 広島市佐伯区 すずらん薬局　五日市観音店 広島県広島市佐伯区坪井１-２１-４４

3467 康仁薬局　楽々園店 (R03.02請求から) 広島県広島市佐伯区楽々園５-９-５　１Ｆ

3468 康仁薬局　八幡東店 (R03.02請求から) 広島県広島市佐伯区八幡東３-２８-１７

3469 さんくす薬局　五日市中央店 (R03.02請求から) 広島県広島市佐伯区五日市中央５-１１-２１

3470 呉市 日本調剤　呉薬局 広島県呉市西中央３-２-１

3471 康仁薬局　新広店 (R03.02請求から) 広島県呉市広古新開７-２４-３　広サンフラワービル１Ｆ

3472 康仁薬局　呉本町店 (R03.02請求から) 広島県呉市本通４-１０-５

3473 康仁薬局　呉中央店 (R03.02請求から) 広島県呉市中央１-３-１-１０１

3474 くるみ薬局　焼山店 (R03.02請求から) 広島県呉市焼山中央２-１-２１

3475 康仁薬局　広二級橋店 (R03.02請求から) 広島県呉市広古新開１-１-３２

3476 康仁薬局　神山店 (R03.02請求から) 広島県呉市神山３-３-５

3477 康仁薬局　宝町店 (R03.02請求から) 広島県呉市宝町２-２３-１

3478 康仁薬局　仁方店 (R03.02請求から) 広島県呉市仁方西神町６

3479 康仁薬局　広本町店 (R03.02請求から) 広島県呉市広本町３-１２-１１

3480 さんくす薬局　呉店 (R03.02請求から) 広島県呉市中央２-６-１０

3481 三原市 日本調剤　糸崎薬局 広島県三原市糸崎３-４-３

3482 クルーズ薬局　頼兼店 (R03.02請求から) 広島県三原市頼兼１-１-４

3483 尾道市 クルーズ薬局　天満町店 (R03.02請求から) 広島県尾道市天満町１６-１４-７

3484 福山市 日本調剤　赤坂薬局 広島県福山市赤坂町赤坂１２８３-１

3485 クルーズ薬局　多治米店 (R03.02請求から) 広島県福山市多治米町５-２３-２９

3486 府中市 日本調剤　上下薬局 広島県府中市上下町上下９７０-３

3487 東広島市 ファーコス薬局　かがみやま 広島県東広島市西条町大字御薗宇２４２０-２

3488 康仁薬局 (R03.02請求から) 広島県東広島市黒瀬町楢原６４６-４

3489 くるみ薬局　黒瀬店 (R03.02請求から) 広島県東広島市黒瀬町兼広１３９-１

3490 さんくす薬局 (R03.02請求から) 広島県東広島市西条町大字御薗宇４２８４-１

3491 さんくす薬局　高屋店 (R03.02請求から) 広島県東広島市高屋町杵原１８２６-１

3492 さんくす薬局　寺家駅店 (R03.02請求から) 広島県東広島市寺家駅前１４-１７

3493 さんくす薬局　田口店 (R03.02請求から) 広島県東広島市西条町田口２７２１-２

3494 廿日市市 康仁薬局　廿日市中央店 (R03.02請求から) 広島県廿日市市下平良１-３-３６

3495 康仁薬局　宮内串戸店 広島県廿日市市串戸４-１４-１４

3496 安芸高田市 すずらん薬局　高宮店 広島県安芸高田市高宮町佐々部９８３-１８

3497 安芸郡府中町 康仁薬局　府中店 (R03.02請求から) 広島県安芸郡府中町本町５-５-１

3498 安芸郡海田町 くるみ薬局　海田店 (R03.02請求から) 広島県安芸郡海田町窪町１-２３　ＪＲ海田市駅ＮＫビル

3499 康仁薬局　海田店 (R03.02請求から) 広島県安芸郡海田町窪町２-１４

3500 クルーズ薬局 (R03.02請求から) 広島県安芸郡海田町西浜４-２２-２
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3501 山口県 下関市 日本調剤　豊浦薬局 山口県下関市豊浦町大字小串８-１１６

3502 日本調剤　下関薬局 山口県下関市安岡町８-５-２

3503 光市 ココカラファイン薬局　光店 山口県光市木園１-５-２８

3504 周南市 セガミ薬局　河東店 山口県周南市河東町９-２２

3505 ココカラファイン薬局　周南久米店 山口県周南市大字久米字竹末２９２１-４

3506 ココカラファイン薬局　政所店 山口県周南市桶川町７-１１

3507 徳島県 徳島市 日本調剤　蔵本薬局 徳島県徳島市蔵本町２-２０-１

3508 日本調剤　佐古薬局 徳島県徳島市佐古八番町２-１８-１

3509 香川県 高松市 日本調剤　リツリン薬局 香川県高松市栗林町３-５-２

3510 日本調剤　高松薬局 香川県高松市番町１-１０-２８　１Ｆ

3511 あんず調剤薬局　西高松店 香川県高松市郷東町１３４-１　西高松メディカルビル・イーア１Ｆ

3512 日本調剤　香川大前薬局 香川県高松市前田東町５５８-３

3513 東かがわ市 日本調剤　白鳥薬局 香川県東かがわ市松原９５９-５

3514 小豆郡小豆島町 あずき調剤薬局　池田店 香川県小豆郡小豆島町池田字迎地２００１-１

3515 愛媛県 松山市 日本調剤　松山南薬局 愛媛県松山市朝生田町１-５-１５

3516 日本調剤　平和通薬局 愛媛県松山市平和通１-５-１４　Ｆ・フォリスト１Ｆ

3517 今治市 日本調剤　今治薬局 愛媛県今治市喜田村７-１-５

3518 宇和島市 日本調剤　南楽薬局 愛媛県宇和島市津島町高田丙１０-１

3519 西条市 日本調剤　壬生川薬局 愛媛県西条市壬生川１２５

3520 大洲市 日本調剤　大洲薬局 愛媛県大洲市西大洲甲５９２-１

3521 四国中央市 日本調剤　川之江薬局 愛媛県四国中央市川之江町２３２５-１

3522 西予市 日本調剤　西予薬局 愛媛県西予市野村町野村１１-６８-２

3523 高知県 高知市 日本調剤　高知薬局 高知県高知市秦南町１-５-４０-１１

3524 安芸市 日本調剤　宝永薬局 高知県安芸市宝永町７-１４

3525 南国市 日本調剤　高知東薬局 高知県南国市岡豊町小蓮１８５-１

3526 福岡県 北九州市若松区 タマチ薬局 福岡県北九州市若松区中川町８-６

3527 北九州市小倉南区 ココカラファイン薬局　もりつね店 福岡県北九州市小倉南区守恒１-１１-２５　サンリブもりつね店内

3528 北九州市八幡西区 ココカラファイン薬局　産業医大前店 福岡県北九州市八幡西区千代ヶ崎３-１-１４

3529 日本調剤　医生ヶ丘薬局 福岡県北九州市八幡西区大浦１-１３-２１

3530 福岡市東区 ココカラファイン薬局　奈多店 福岡県福岡市東区奈多３-６-１９

3531 福岡市博多区 セガミ薬局　南福岡駅店 福岡県福岡市博多区寿町２-９-３０　南福岡駅ビルえきマチ１南福岡２Ｆ

3532 ココカラファイン薬局　博多バスターミナル店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街２-１　博多バスターミナル地下１Ｆ

3533 日本調剤　九大前薬局 福岡県福岡市博多区千代４-３０-７

3534 福岡市中央区 ココカラファイン薬局　福岡パルコ店 福岡県福岡市中央区天神２-８-４９

3535 日本調剤　福岡中央薬局 福岡県福岡市中央区天神１-２-１２　メットライフ天神ビル１Ｆ

3536 日本調剤　福岡天神薬局 福岡県福岡市中央区天神１-１０-５　第２明星ビル１Ｆ

3537 福岡市南区 さくら薬局　福岡平尾店 (R03.03請求から) 福岡県福岡市南区平和１-２-２４

3538 さんくす薬局　五十川店 (R03.02請求から) 福岡県福岡市南区五十川２-２６-３

3539 さんくす薬局　横手店 (R03.02請求から) 福岡県福岡市南区横手３-３２-２０

3540 福岡市城南区 日本調剤　城南薬局 福岡県福岡市城南区神松寺１-５-２２

3541 福岡市早良区 セガミ薬局　百道ＳＲＰ店 福岡県福岡市早良区百道浜２-１-２２　福岡ソフトリサーチパーク１Ｆ

3542 日本調剤　高取薬局 福岡県福岡市早良区高取１-３-２０　ファインガーデン高取１Ｆ

3543 久留米市 日本調剤　久留米薬局 福岡県久留米市旭町２５-３

3544 日本調剤　聖マリア病院前薬局 (R03.02請求から) 福岡県久留米市津福本町４１７-１

3545 筑紫野市 セガミ調剤薬局　二日市店 福岡県筑紫野市紫７-８-１０　伊藤医院前

3546 春日市 セガミ調剤薬局　一の谷店 福岡県春日市一の谷１-１７０　おの子どもクリニック前

3547 さんくす薬局　須玖南店 (R03.02請求から) 福岡県春日市須玖南３-８７

3548 福津市 さんくす薬局　福間店 (R03.02請求から) 福岡県福津市日蒔野３-１-１０９

3549 宮若市 セガミ上有木調剤薬局店 福岡県宮若市上有木３９８-１　有吉病院前

3550 糸島市 セガミ調剤薬局　前原店 福岡県糸島市前原１７９１-６　渡辺整形外科前
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3551 ココカラファイン薬局　波多江店 福岡県糸島市波多江駅南１-６-１５

3552 佐賀県 佐賀市 日本調剤　鍋島薬局 佐賀県佐賀市鍋島４-１-１１

3553 長崎県 長崎市 セガミ薬局　万屋町店 長崎県長崎市万屋町６-５

3554 アリス薬局 長崎県長崎市江川町２３２

3555 日本調剤　築町薬局 長崎県長崎市銅座町３-２４　木下ビル１Ｆ

3556 ココカラファイン薬局　銅座町店 長崎県長崎市銅座町３-１２　１Ｆ

3557 おおはま調剤薬局 (R03.03請求から) 長崎県長崎市大浜町１５４６-６

3558 日本調剤　原爆病院前薬局 長崎県長崎市茂里町３-５８

3559 日本調剤　桜馬場薬局 長崎県長崎市桜馬場１-２-４

3560 日本調剤　長崎住吉薬局 長崎県長崎市住吉町２-２０

3561 日本調剤　長崎薬局 長崎県長崎市東山手町１-９

3562 佐世保市 日本調剤　佐世保中央薬局 長崎県佐世保市島瀬町１０-９　イオンショッピングセンター４Ｆ

3563 諫早市 日本調剤　永昌薬局 長崎県諫早市永昌東町２２-５

3564 日本調剤　小船越薬局 長崎県諫早市小船越町１１４９-２

3565 日本調剤　ニュータウン薬局 長崎県諫早市山川町４-２

3566 大村市 日本調剤　久原薬局 長崎県大村市久原２-８９９-１０

3567 日本調剤　乾馬場薬局 長崎県大村市乾馬場町８８４-１０

3568 西彼杵郡時津町 日本調剤　時津薬局 長崎県西彼杵郡時津町元村郷８０７-１

3569 熊本県 熊本市中央区 ファーコス薬局　本荘いちご 熊本県熊本市中央区本荘町６４５

3570 ファーコス薬局　あおぞら 熊本県熊本市中央区大江１-３１-１７　天翔ビル

3571 花みずき薬局 熊本県熊本市中央区新町１-８-１３

3572 南熊本調剤薬局 熊本県熊本市中央区南熊本４-３-２０

3573 すずらん薬局 熊本県熊本市中央区坪井１-９-２８

3574 小幡調剤薬局 熊本県熊本市中央区子飼本町１-２１

3575 熊本市東区 日本調剤　熊本薬局 熊本県熊本市東区東町４-１-６９

3576 はちみつ薬局 熊本県熊本市東区戸島西３-１-３６

3577 けんぐん薬局 熊本県熊本市東区若葉３-１２-１０-１

3578 熊本市西区 しらゆり薬局 熊本県熊本市西区春日１-１１-１８

3579 カトレア薬局 熊本県熊本市西区花園１-２０-６３

3580 とみお薬局 熊本県熊本市西区池田３-３７-１４

3581 アイリス薬局 熊本県熊本市西区池田１-３２-２

3582 熊本市南区 セガミ薬局　江津店 熊本県熊本市南区田井島１-１１-６

3583 日本調剤　熊本南薬局 熊本県熊本市南区御幸木部１-２-３８

3584 くじら薬局 熊本県熊本市南区奥古閑町手永開４３９５-５

3585 熊本市北区 レインボー薬局 熊本県熊本市北区山室６-５３２-４

3586 むさし薬局 熊本県熊本市北区楠７-１５-１９

3587 弓削薬局 熊本県熊本市北区龍田町弓削６４６-１３７

3588 スマイル薬局 熊本県熊本市北区植木町鐙田１０２９-３

3589 つくし薬局 熊本県熊本市北区楠８-８-５

3590 あんず薬局 熊本県熊本市北区山室５-６-５

3591 八代市 日本調剤　八代薬局 熊本県八代市本町１-８-３７

3592 日本調剤　通町薬局 熊本県八代市通町８-２７

3593 人吉市 安民堂薬局　西間店 熊本県人吉市土手町２５-２

3594 水俣市 日本調剤　水俣薬局 熊本県水俣市天神町１-３-２

3595 日本調剤　天神町薬局 熊本県水俣市天神町１-８-５

3596 玉名市 しょうぶ薬局 熊本県玉名市岩崎６５８-１

3597 菊池市 栄町薬局 熊本県菊池市隈府７８０-１３

3598 宇土市 ひまわり薬局 熊本県宇土市本町１-５-１

3599 阿蘇市 阿蘇りんどう薬局 熊本県阿蘇市内牧１１６０-９

3600 合志市 ひまわり薬局　西合志店 熊本県合志市須屋２６６５-４
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3601 ひなぎく薬局 熊本県合志市幾久富１７５８-１５０

3602 菊池郡大津町 ハロー薬局 熊本県菊池郡大津町室２２６-１

3603 菊池郡菊陽町 光の森7丁目薬局 熊本県菊池郡菊陽町光の森７-４１-１８

3604 阿蘇郡小国町 ファーコス薬局　ゆう (R03.02請求まで) 熊本県阿蘇郡小国町宮原１７４８-５

3605 上益城郡嘉島町 ひばり薬局 熊本県上益城郡嘉島町鯰１８７３-５

3606 そよ風薬局　嘉島店 熊本県上益城郡嘉島町上島２４９６-１

3607 上益城郡益城町 チューリップ薬局 熊本県上益城郡益城町広崎１０３８-９

3608 かんな薬局 熊本県上益城郡益城町大字馬水８０４-３

3609 やまぶき薬局 熊本県上益城郡益城町福富７４０-３

3610 上益城郡山都町 はままち薬局 熊本県上益城郡山都町浜町２０２-３

3611 球磨郡多良木町 ファーコス薬局　多良木いちご (R03.02請求まで) 熊本県球磨郡多良木町多良木４２４７-１

3612 大分県 別府市 日本調剤　鶴見薬局 大分県別府市大字鶴見４３３３-３７

3613 日田市 日本調剤　日田薬局 大分県日田市大字三和６６３-６

3614 豊後大野市 日本調剤　緒方町薬局 大分県豊後大野市緒方町馬場３０４-１

3615 宮崎県 宮崎市 島之内薬局 宮崎県宮崎市大字島之内字馬出７０７０-１

3616 日本調剤　池内薬局 宮崎県宮崎市池内町数太木１７６５

3617 日本調剤　宮大前薬局 宮崎県宮崎市清武町木原５５８３-５

3618 串間市 日本調剤　串間薬局 宮崎県串間市大字西方唐人町９３６５-１

3619 鹿児島県 鹿児島市 日本調剤　下竜尾薬局 鹿児島県鹿児島市下竜尾町１-１３

3620 鹿屋市 日本調剤　鹿屋薬局 鹿児島県鹿屋市新川町６０８１-１

3621 沖縄県 那覇市 日本調剤　那覇中央薬局 沖縄県那覇市与儀１-５-６

3622 中頭郡北中城村 日本調剤　中部薬局 沖縄県中頭郡北中城村字比嘉５９５-３　丸清アパート１Ｆ　１０２

3623 島尻郡八重瀬町 日本調剤　南部薬局 沖縄県島尻郡八重瀬町外間１８４

※県別、市区郡別。新規参加薬局、終了予定薬局はカッコ内に時期を明記。
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