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都道府県 薬局名 郵便番号 住所1 住所2（建物名） 電話番号 ＵＲＬ(※あれば記載をお願いします）
1 山梨県 アイセイ薬局　国母店 400-0043 甲府市国母8-28-18 055-288-1188 https://store.aisei.co.jp/detail/0773
2 山梨県 共創未来 富士吉田薬局 403-0005 富士吉田市上吉田2-5-1 0555-21-2202 http://www.phmirai.co.jp/shops/detail.php?id=169
3 神奈川県 アイセイ薬局　北山田店 224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田1-9-3 045-595-2280 https://store.aisei.co.jp/detail/0236
4 神奈川県 かもめ薬局 252-0244 模原市中央区田名4423-5 042-760-1801 http://www.t-pharmacy.net/kamome/
5 神奈川県 かもめ薬局 柿生店 215-0021 川崎市麻生区上麻生5-40-3 044-981-3730 http://www.t-pharmacy.net/kakio/
6 神奈川県 ｸｵｰﾙ薬局大船１号店 247-0056 鎌倉市大船6-2-3 エクセラ湘南102 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=521
7 神奈川県 ｸｵｰﾙ薬局つづき店 173-0016 横浜市都筑区茅ケ崎中央36-5 エルドラード横浜ビル1階 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=44
8 神奈川県 ｸｵｰﾙ薬局港北店 173-0016 横浜市都筑区茅ケ崎中央36-6 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=43
9 神奈川県 クリエイトエス・ディー川崎野川店薬局 216-0001 神奈川県川崎市宮前区野川2905-1 044-740-5525

10 神奈川県 さくら薬局本郷台店 247-0005 横浜市栄区桂町279-11 045-891-1671 http://www.kraft-net.co.jp/search/3185/
11 神奈川県 セイジョー薬局真鶴店 259-0202 足柄下郡真鶴町岩２４６ー２ 0465-43-7831 https://www.cocokarafine.co.jp/searchstore/CSsStoreDetail.jsp?storeNo=102359&storeList=1

12 神奈川県 そうごう薬局　あざみ野店 225-0013 神奈川県横浜市青葉区荏田町２３４－１ ボナールあざみ野２号室 045-910-0651 https://www.sogo-medical.co.jp/sogopharmacy/shop/view/403
13 神奈川県 そうごう薬局　伊勢原店 259-1142 神奈川県伊勢原市田中２９２－１ 0463-97-4001 https://www.sogo-medical.co.jp/sogopharmacy/shop/view/10
14 神奈川県 そうごう薬局　梶が谷店 213-0013 神奈川県川崎市高津区末長１－９－１ スタイリオ梶が谷ＭＡＬＬ５階 044-750-8071 https://www.sogo-medical.co.jp/sogopharmacy/shop/view/635
15 神奈川県 そうごう薬局　高田駅前店 223-0065 神奈川県横浜市港北区高田東３－１－８ 045-716-8411 https://www.sogo-medical.co.jp/sogopharmacy/shop/view/570
16 神奈川県 そうごう薬局　鵠沼店 251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸２－５－３ 0466-33-7810 https://www.sogo-medical.co.jp/sogopharmacy/shop/view/396
17 神奈川県 そうごう薬局　長津田店 226-0027 神奈川県横浜市緑区長津田４－１１－１５ 045-985-2131 https://www.sogo-medical.co.jp/sogopharmacy/shop/view/419
18 神奈川県 そうごう薬局　東海大学前店 257-0006 神奈川県秦野市北矢名１３０９－１ ハレクラニ１階Ａ－１ 0463-77-3081 https://www.sogo-medical.co.jp/sogopharmacy/shop/view/329
19 神奈川県 たから薬局向ヶ丘遊園店 214-0014 川崎市多摩区登戸2130-2 044（930）9535 https://www.trust-ph.jp/store/mukougaokayuen/
20 神奈川県 なの花薬局新百合ヶ丘店 215-0021 川崎市麻生区上麻生１－５－２　 小田急新百合ケ丘ビル４F 044-959-3109 https://www.nanohana-ph.jp/shop/kanto-koshinetsu/kanagawa/kawasaki/shinyurigaoka.php

21 神奈川県 ハックドラッグ山手台薬局 245-0004 横浜市泉区領家3-2-4 045-810-4389
22 神奈川県 ハックドラッグ鹿島田薬局 212-0027 川崎市幸区新塚越201 ｻｳｻﾞﾝﾄﾞﾓｰﾙ2階 044-542-2297
23 神奈川県 わかば薬局　本店 222-0033 横浜市港北区新横浜2-12-10 045-475-2888
24 神奈川県 わかば薬局　モザイクモール港北店 224-0003 横浜市都筑区中川中央1-31-1 モザイクモール港北3Ｆ 045-914-2306
25 神奈川県 健ナビ薬樹薬局 希望ヶ丘 241-0825 神奈川県横浜市旭区中希望が丘132番地 高橋ﾋﾞﾙ 045-360-8903 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/149
26 神奈川県 健ナビ薬樹薬局 南林間 242-0003 神奈川県大和市林間二丁目1番25号 ﾙｯｸﾊｲﾂ南林間1階 046-276-0435 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/8
27 神奈川県 鶴見西口店 230-0062 横浜市鶴見区豊岡町２－３ フーガ３　105号 045-571-7700 https://www.tnb.co.jp/tenpo/detail/id=114
28 神奈川県 東邦薬局浦賀店 239-0824 横須賀市西浦賀4-9-1 046-841-6822 https://www.cocokarafine.co.jp/searchstore/CSsStoreDetail.jsp?storeNo=706026&storeList=1

29 神奈川県 訪問薬樹薬局 保土ケ谷 240-0066 神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町44番16号 川口第一ビル 045-348-1139 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/100
30 神奈川県 薬樹薬局 いずみ中央2号店 245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町939番地1号 ﾒｿﾞﾝﾄﾞｰﾙ1階101号室 045-806-2716 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/179
31 神奈川県 薬樹薬局 よこうち 254-0002 神奈川県平塚市横内2730番地3号 ｱｵｲﾋﾞﾚｯｼﾞ湘南103号室 0463-55-9080 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/14

32 神奈川県 薬樹薬局 宮前平2号店 216-0007 神奈川県川崎市宮前区小台2丁目6番地6号 宮前平ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ1階 044-870-8925 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/203

33 神奈川県 薬樹薬局 元住吉 211-0024 神奈川県川崎市中原区西加瀬17番8号 ｴｸｾﾚﾝﾄﾋﾞｭｰ元住吉1階 044-431-3118 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/133
34 神奈川県 薬樹薬局 上倉田 244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町447番地1号 ﾌﾟﾗｰｼﾞｭ戸塚1階102号室 045-865-3211 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/121

35 神奈川県 薬樹薬局 上白根 241-0002 神奈川県横浜市旭区上白根二丁目66番22号 045-959-1512 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/206
36 神奈川県 薬樹薬局 上白根2号店 241-0002 神奈川県横浜市旭区上白根二丁目66番25号 045-959-0213 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/205
37 神奈川県 薬樹薬局 逗子 249-0002 神奈川県逗子市山の根1丁目2番19号 ﾗ･ﾒｰﾙ･ﾌﾞﾙｰ逗子1階101号室 046-870-6557 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/163
38 神奈川県 薬樹薬局 大和 242-0018 神奈川県大和市深見西八丁目2番12号 046-262-7071 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/66
39 神奈川県 薬樹薬局 鶴ヶ峰 241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰二丁目23番地3号 奥村ﾋﾞﾙ1階 045-381-6821 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/122

40 神奈川県 薬樹薬局 鶴ヶ峰駅前店 241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰二丁目30番地10号 MDビル1階 045-382-3375 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/123

41 神奈川県 薬樹薬局 富岡 236-0051 神奈川県横浜市金沢区富岡東五丁目18番1号 長谷川ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ富岡1階 045-778-7851 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/112
42 神奈川県 薬樹薬局 北山 247-0056 神奈川県鎌倉市大船二丁目17番23号 増田ビル1階 0467-46-4410 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/9
43 神奈川県 薬樹薬局 霧が丘 226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘三丁目8番地1号 045-923-0887 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/173

44 神奈川県 薬樹薬局 矢部 252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺一丁目2番31号 ﾃﾞﾙﾌｨｰ矢部1階 042-730-4621 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/104
45 東京都 QOLサポートｸｵｰﾙ薬局京王八王子店 192-0046 八王子市明神町4-7-14　八王子ONビル1階 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=512
46 東京都 QOLｻﾎﾟｰﾄｸｵｰﾙ薬局田町店 108-0014 港区芝5-27-6　ヤマト田町ビル1F https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=840
47 東京都 アイセイ薬局　若葉台店 206-0824 稲城市若葉台2-4-4 若葉台駅前KMﾋﾞﾙ 042-350-6171 https://store.aisei.co.jp/detail/0195
48 東京都 アイセイ薬局　千歳台店 157-0071 世田谷区千歳台2-14-7 03-5490-8075 https://store.aisei.co.jp/detail/0375
49 東京都 アイセイ薬局　多摩センター店 206-0033 多摩市落合1-35 ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ多摩ｾﾝﾀｰ2階 042-355-8233 https://store.aisei.co.jp/detail/0141
50 東京都 アイセイ薬局　東村山店 189-0022 東村山市野口町1-46 ワンズタワー4Ｆ 042-399-0141 https://store.aisei.co.jp/detail/0264
51 東京都 アイセイ薬局　南千住店 116-0003 荒川区南千住8-4-5-106 03-5850-5599 https://store.aisei.co.jp/detail/0243
52 東京都 アイセイ薬局　堀之内店 192-0355 八王子市堀之内3-35-13 谷合ﾋﾞﾙ101 042-670-2593 https://store.aisei.co.jp/detail/0193
53 東京都 アイン薬局 汐入店 116-0003 東京都荒川区南千住8丁目4-4 03-5604-7093 https://www.ainj.co.jp/network/detail.html?pdid=556
54 東京都 アイン薬局 鹿浜店 123-0864 東京都足立区鹿浜5丁目12-8 03-3853-1420 https://www.ainj.co.jp/network/detail.html?pdid=897
55 東京都 あかね薬局　 112-0012 文京区大塚4－45－10 03‐3945‐4303



◆南関東ブロック 142店舗 2020/2/7
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56 東京都 あさひ調剤薬局 町田店 194-0004 東京都町田市鶴間4丁目4-3 042-788-4193 https://www.ainj.co.jp/network/detail.html?pdid=554
57 東京都 あさひ調剤薬局 府中店 183-0044 東京都府中市日鋼町1-1  Jタワービル1F 042-368-4193 https://www.ainj.co.jp/network/detail.html?pdid=825
58 東京都 アップル薬局　小岩店 133-0057 江戸川区小岩1-23-2 サンハイツ　グリーンヒル101 03-6458-0317
59 東京都 ｱﾙﾌｧｰﾑ薬局協和店 309-1107 筑西市門井1679-28 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=787
60 東京都 ｴﾝｼﾞｪﾙ薬局北葛西店 134-0081 江戸川区北葛西4-1-45 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=635
61 東京都 ｴﾝｼﾞｪﾙ薬局船堀2号店 134-0091 江戸川区船堀3-5-7　トキビル2階 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=681
62 東京都 大泉薬局 178-0063 練馬区東大泉1-27-25 03-3922-0973
63 東京都 大山鈴薬局 173-0014 板橋区大山東町18-4 北岡ﾋﾞﾙ1F 03-5248-7027
64 東京都 オバタ薬局 106-0045 東京都港区麻布十番１－７－１１ 麻布井上ビル１階 03-3401-8717 https://www.sogo-medical.co.jp/sogopharmacy/shop/view/434
65 東京都 オレンジ薬局府中店 183-0022 府中市宮西町1-1-3 三和ビル1階 042-370-1637 http://sunhulk.co.jp/store/tokyo/hutyu.html
66 東京都 お茶の水調剤薬局本店 101-0062 千代田区神田駿河台2-2-5 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=254
67 東京都 ｸｵｰﾙ薬局大崎店 141-0032 品川区大崎1-6-5　大崎ニューシティ5号館2階 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=244
68 東京都 ｸｵｰﾙ薬局高輪店 108-0074 港区高輪3-10-10 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=597
69 東京都 ｸｵｰﾙ薬局練馬店 176-0012 練馬区豊玉北5-32-4　角ビル1F https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=238
70 東京都 ｸｵｰﾙ薬局奥沢店 158-0083 世田谷区奥沢3-47-8 サンケイプラザビル1階 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=108
71 東京都 ｸｵｰﾙ薬局恵比寿店 153-0062 目黒区三田1-11-1　YTタナカビル1F https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=123

72 東京都 ｸｵｰﾙ薬局狛江店 201-0012 狛江市中和泉1-1-1 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=263

73 東京都 ｸｵｰﾙ薬局石神井店 173-0016 練馬区石神井町5-1-9　ハイライフ石神井1F https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=120
74 東京都 ｸｵｰﾙ薬局竹の塚店 121-0813 足立区竹の塚5-11-6 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=94

75 東京都 ｸｵｰﾙ薬局中板橋店 173-0016 板橋区中板橋20-1　モダ・ビエント中板橋プラシア103 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=96

76 東京都 ｸｵｰﾙ薬局町田旭町店 194-0023 町田市旭町1-15-21 町田リリエンハイム102 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=265

77 東京都 ケイワ薬局赤塚店 175-0092 板橋区赤塚5-1-4 03-5876-5611

78 東京都 ケイワ薬局板橋区役所前 173-0004 板橋区板橋2-66-16 板橋266ﾋﾞﾙ 03-5969-8827
79 東京都 けやき調剤薬局 189-0002 東村山市青葉町2丁目25-1 042-396-2893
80 東京都 ココカラファイン薬局すずかけ台駅前店 194-0002 町田市南つくし野３丁目５番地９ 042-796-8951 https://www.cocokarafine.co.jp/searchstore/CSsStoreDetail.jsp?storeNo=706059&storeList=1

81 東京都 ココカラファイン薬局荻窪天沼店 167-0032 杉並区天沼三丁目３番４号 魚耕ビル 03-5335-6466 https://www.cocokarafine.co.jp/searchstore/CSsStoreDetail.jsp?storeNo=016636&storeList=1

82 東京都 ココカラファイン薬局亀有店 125-0061 葛飾区亀有三丁目７番７号 サンセリテ鞠子ビル１階 03-3690-0062 https://www.cocokarafine.co.jp/searchstore/CSsStoreDetail.jsp?storeNo=102249

83 東京都 ココカラファイン薬局砧店 157-0073 世田谷区砧六丁目３０番１号 野原ビル１階 03-5727-3099 https://www.cocokarafine.co.jp/searchstore/CSsStoreDetail.jsp?storeNo=100054&storeList=1

84 東京都 ココカラファイン薬局神保町店 101-0051 千代田区神田神保町二丁目９番地 神田神保町メディカルモール１階 03-3556-0574 https://www.cocokarafine.co.jp/searchstore/CSsStoreDetail.jsp?storeNo=016617

85 東京都 ココカラファイン薬局多摩センター店 206-0033 多摩市落合一丁目３２番３号 ＧＡ多摩ｂｌｄｇ１階 042-319-3927 https://www.cocokarafine.co.jp/searchstore/CSsStoreDetail.jsp?storeNo=102366&storeList=1

86 東京都 ココカラファイン薬局町田店 194-0013 町田市原町田三丁目２番１号 原町田中央ビル２階 042-739-0207 https://www.cocokarafine.co.jp/searchstore/CSsStoreDetail.jsp?storeNo=102146&storeList=1

87 東京都 さくら薬局池袋2丁目店 171-0014 豊島区池袋2-18-1 ﾀﾑﾗ第一ﾋﾞﾙ1階 03-3982-8021 http://www.kraft-net.co.jp/search/3664/
88 東京都 さくら薬局小金井本町店 184-0004 小金井市本町1-5-6 第二星野ﾊｲﾑ1階 042-386-2681 http://www.kraft-net.co.jp/search/3762/
89 東京都 さくら薬局品川池田山店 141-0022 品川区東五反田四丁目11番1号 池田山ﾏﾝｼｮﾝ1F 03-6423-7700 http://www.kraft-net.co.jp/search/3635/
90 東京都 さくら薬局立石店 124-0012 葛飾区立石八丁目1番2号 ｸﾞﾚｲｽｶﾒﾘｱ101 03-6657-6303 http://www.kraft-net.co.jp/search/3815/

91 東京都 サンシティ調剤薬局 174-0064 板橋区中台3-27-7-207 03-3933-1180

92 東京都 親和薬局日野店 191-0011 日野市日野本町4－2－10 042－584-4889
93 東京都 親和薬局府中店 183-0055 府中市府中町1－1－5 高木ビルB１ 042－333-7711
94 東京都 スギ薬局江東橋店 130-0022 墨田区江東橋四丁目２２番７号 03-5669-0661
95 東京都 鈴薬局板橋二丁目店 173-0004 板橋区板橋二丁目65番10号 恵和会ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ102 03-5943-6680
96 東京都 鈴薬局学園通り店 178-0061 練馬区大泉学園町1-28-5 ﾊﾋﾟﾈｽｵﾐﾉ1階101号室 03-5935-4760
97 東京都 鈴薬局光が丘店 179-0075 練馬区高松4-6-5 山中ﾋﾞﾙ102 03-5241-7272
98 東京都 そうごう薬局　永山店 206-0014 東京都多摩市乞田１４２６ ＫＴＡビル１階 042-400-1731 https://www.sogo-medical.co.jp/sogopharmacy/shop/view/564
99 東京都 そうごう薬局　葛西店 134-0083 東京都江戸川区中葛西１－１－７ 渡辺ビル１階 03-5658-2640 https://www.sogo-medical.co.jp/sogopharmacy/shop/view/560

100 東京都 そうごう薬局　西国分寺駅前店 185-0024 東京都国分寺市泉町２－９－３ 泉ビル１０２ 042-328-0801 https://www.sogo-medical.co.jp/sogopharmacy/shop/view/351
101 東京都 そうごう薬局　大泉学園店 178-0063 東京都練馬区東大泉６－４７－１８ アプローズ大泉学園ガレリア１階 03-5947-4021 https://www.sogo-medical.co.jp/sogopharmacy/shop/view/320
102 東京都 そうごう薬局　町田薬師台店 195-0073 東京都町田市薬師台１－２５－１２ 042-860-5181 https://www.sogo-medical.co.jp/sogopharmacy/shop/view/580
103 東京都 そうごう薬局　有楽町店 100-0006 東京都千代田区有楽町２－１０－１ 東京交通会館１階 03-3218-3020 https://www.sogo-medical.co.jp/sogopharmacy/shop/view/558
104 東京都 中央鈴薬局 164-0011 中野区中央5-1-2 03-3382-6737
105 東京都 とまと薬局 136-0072 江東区大島6－9－11 03‐3681‐7195
106 東京都 虎ノ門鈴薬局 105-0003 港区西新橋1-19-13 斉木ﾋﾞﾙ1階 03-5521-2067
107 東京都 ﾅﾁｭﾗﾙﾛｰｿﾝｸｵｰﾙ薬局東上野五丁目店 110-0015 台東区東上野5-2-2 https://www.qol-net.co.jp/pharmacy/map/detail.php?id=394
108 東京都 なの花薬局大泉学園店 178-0061 練馬区大泉学園町４－２２－４ 03-5905-7022 https://www.nanohana-ph.jp/shop/kanto-koshinetsu/tokyo/nerima/oizumigakuen.php

109 東京都 初台鈴薬局 151-0071 渋谷区本町1-4-3 ｴﾊﾞｰｸﾞﾚｲｽ本町1-C号室 03-6276-5153
110 東京都 ファーマシィ薬局恵比寿中央 153-0062 目黒区三田1-11-29 03-5794-5220
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都道府県 薬局名 郵便番号 住所1 住所2（建物名） 電話番号 ＵＲＬ(※あれば記載をお願いします）
111 東京都 ファーマシィ薬局大蔵 157-0073 世田谷区砧3-4-1 03-3417-5377
112 東京都 ﾌｧｰﾏﾗｲｽﾞ薬局　吉祥寺店 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目30-13 ＫＳ10ビル1階 0422-21-1188 https://www.pharmarise.com/company/store/store.php?store_id=711
113 東京都 ﾌｧｰﾏﾗｲｽﾞ薬局 文京店 113-0034 東京都文京区湯島3-3-8 03-5812-7377 https://www.pharmarise.com/company/store/store.php?store_id=116
114 東京都 フラワー薬局中村橋駅前店 176-0021 練馬区貫井1-7-28 高山ビル1階 03-5971-7622 http://sunhulk.co.jp/store/tokyo/nakamurabashiekimae.html
115 東京都 フラワー薬局富士見台駅前店 176-0021 練馬区貫井3-8-4 プラウドフラット富士見台1階 03-5848-2386 http://sunhulk.co.jp/store/tokyo/huzimidaiekimae.html
116 東京都 フラワー薬局府中寿町店 183-0056 府中市寿町2-4-42 042-319-1240 http://sunhulk.co.jp/store/tokyo/hutyukotobukichyou.html
117 東京都 フラワー薬局町屋駅前店 116-0001 荒川区町屋1-1-8 03-5939-7215 http://sunhulk.co.jp/store/tokyo/machiyaekimae.html
118 東京都 フラワー薬局代々木上原店 151-0066 渋谷区西原3-7-8 フィールド代々木上原1階 03-5452-0973 http://sunhulk.co.jp/store/tokyo/yoyogiuehara.html
119 東京都 本町鈴薬局 164-0012 中野区本町5-37-11 03-3382-6787
120 東京都 みなみ薬局大森店 143-0016 東京都大田区大森北一丁目34番5号 03-5767-4207 https://www.pharmarise.com/company/store/store.php?store_id=529
121 東京都 健ナビ薬樹薬局 人形町 103-0013 東京都中央区日本橋人形町一丁目6番9号 人形町大内ﾋﾞﾙ1階 03-5643-5287 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/164
122 東京都 健ナビ薬樹薬局 成瀬 194-0045 東京都町田市南成瀬1丁目8番地21号 成瀬ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ1階 042-720-9960 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/80

123 東京都 三軒茶屋店 154-0004 世田谷区太子堂 4-23-12 井上ビル2階 03-5779-8568 https://www.tnb.co.jp/tenpo/detail/id=137
124 東京都 西新井本店 123-0843 足立区西新井栄町1-17-1 PASSAGGIO西新井1F 03-5888-3570 https://www.tnb.co.jp/tenpo/detail/id=150
125 東京都 徳永薬局（株）もぐさ駅前薬局 191-0033 日野市百草204-1 042-506-9929 http://www.tokunaga-p.jp/store/2323/
126 東京都 徳永薬局（株）東長沼店 206-0802 稲城市東長沼1726-20 042-370-7837 http://www.tokunaga-p.jp/store/915/
127 東京都 日生薬局　河田町店 162-0054 新宿区3-10 河田町安田ビル 03-3341-6671 
128 東京都 日生薬局　御成門店 105-0003 港区西新橋3-23-5 御成門郵船ビルディング 03-3431-9007
129 東京都 日生薬局　大井町店 140-0011 品川区東大井6-4-3 エストメール東大井 03-5767-8931
130 東京都 日生薬局　飯田橋店 102-0071 千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム 03-3262-8261
131 東京都 本店 197-0011 福生市福生 945-11 フクイビル1階 042-553-3488 https://www.tnb.co.jp/tenpo/detail/id=158
132 東京都 薬局世和ファーマシィー 154-0017 世田谷区世田谷１丁目５番１０号 03-5450-1886 https://www.nanohana-ph.jp/shop/kanto-koshinetsu/tokyo/setagaya/sewafamacy.php

133 東京都 薬樹薬局 オガワ 194-0005 東京都町田市南町田二丁目1番43号 JコートOGAWA 1階 042-795-7668 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/11
134 東京都 薬樹薬局 元町 204-0021 東京都清瀬市元町一丁目8番20号 042-492-2532 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/48
135 東京都 薬樹薬局 元町けやき通り店 204-0021 東京都清瀬市元町一丁目8番28号 ﾘｳﾞｪｰﾙ清瀬Ⅱ 042-496-2150 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/183
136 東京都 薬樹薬局 高幡 191-0031 東京都日野市高幡507番地4号 ﾘｰﾃﾞﾝｽｽｸｴｱ高幡不動115号室 042-599-0161 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/132

137 東京都 薬樹薬局 三鷹 181-0004 東京都三鷹市新川六丁目9番21号 高橋ﾋﾞﾙ1階 0422-79-7431 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/108
138 東京都 薬樹薬局 忠生 194-0035 東京都町田市忠生2丁目29番地1号 042-791-7550 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/67

139 東京都 薬樹薬局 町田旭町 194-0023 東京都町田市旭町2丁目15番23号 小井土ﾋﾞﾙ 042-710-2657 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/118
140 東京都 薬樹薬局 田柄 179-0073 東京都練馬区田柄五丁目20番20号  ｳﾞｨﾙﾄﾞﾐｰﾙ光が丘1階102号室 03-5971-8255 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/152
141 東京都 薬樹薬局 六本木泉ガーデン 106-6004 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ｶﾞｰﾃﾞﾝﾀﾜｰ4階 03-3568-3370 http://www.yakuju.co.jp/pharmacy/view/177
142 東京都 龍生堂薬局大久保店 169-0073 新宿区百人町1-15-18 龍生堂大久保ビル1F 03-3364-4540 https://www.ryuseido.co.jp/shop/27.html

http://www.phmirai.co.jp/shops/detail.php?id=169

