運営事業者
公益社団法⼈ ⽇本薬剤師会
カメイ 株式会社
⽇本メディカルシステム 株式会社
有限会社 ケンコーポレーション
有限会社 シェス
ぞうさんの薬箱 有限会社
株式会社 やまうち薬局
有限会社 やまうち薬局
株式会社 すこやか
株式会社 遠藤薬局
株式会社 ⽔⼾薬局
株式会社 プリスクリプション・エルムアンドパーム
株式会社 まろん
株式会社 健商
株式会社 タウンメディカル
株式会社 ヴェリック
有限会社 ファルマ
有限会社 ひまわり
有限会社 ミネサキ
井⼾端調剤薬局
株式会社 永代薬局
株式会社 薬明館
株式会社 ハーモニアス
プラス薬局
株式会社 空庵
有限会社 横浜薬業サービス
株式会社 アイドラッグ
株式会社 ありす薬局
株式会社 伸和
エムシーエス 株式会社
有限会社 かわみつ
株式会社 キマタ調剤薬局
株式会社 KIZNA
有限会社 創志⽩澤会
ウカイ商事 有限会社
有限会社 メデフア
有限会社 カバヤ
株式会社 あすは
有限会社 薬友
有限会社 千葉メディカル
有限会社 建章
株式会社 フェイズ
株式会社 ナンブ
株式会社 エムフリーク
有限会社 森薬局
株式会社 ちびきファーマシー
有限会社 ヘルスケア
株式会社 フジタ
グッドファーマシー 株式会社
株式会社 ジャパンファーマシー
有限会社 ⼭⼝薬局
株式会社 トラストファーマシー
品⽥薬局
株式会社 メディコ
株式会社 ホッタ晴信堂薬局
株式会社 キュレックス
株式会社 KENSHO
花井薬局
株式会社 アトイ
サンワ調剤薬局
株式会社 メディック
桑原薬局
AACつばめ薬局
ダイシン薬局
株式会社 ハートリーフ

株式会社 三五（⼋仙堂 古淵駅前店 ）
株式会社 名北調剤
株式会社 スペース
株式会社 ⻫光薬局
株式会社 ノア
株式会社 ケーワイエム
有限会社 いづみ調剤薬局
M2ファーマシー株式会社
株式会社 Famiglia
株式会社 万代薬局
株式会社 メディック
株式会社 フレディ
株式会社 明翔メディカル
笹菊薬局 株式会社
株式会社 メディウィル
株式会社 エムファーマシー
三澤薬局
有限会社 ウエルネス
株式会社 ⼤慶堂
株式会社 ⽞和堂
株式会社 ナカ・インターナショナル・コーポレーション
株式会社 いろは堂薬局
中央メディカルシステム 株式会社
⼤賀天神橋薬局
株式会社 創悠社
フォレストファーマ 株式会社
株式会社 健光
株式会社 あいち調剤
有限会社 アニメイトグリーン
有限会社 ひよこメディカル
株式会社 葉⼭ひかり薬局
株式会社 サポルテック
有限会社 プロトン丹⽻薬局
株式会社 クシマトラスト
■敬称略、順不同
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株式会社 クシマ
株式会社 アークス
株式会社 ファミリー(ファミリー薬局⻑瀬店)
有限会社 三島薬局
株式会社 共栄堂
株式会社 SF・インフォネット
株式会社 アズミ
有限会社 柳瀬薬局
⼀般財団法⼈ 協和会
株式会社 プファイラー
株式会社 オール・プラン社
株式会社 マエノ薬局
五和薬品 有限会社
株式会社 クリオネ
有限会社 メディストリー
株式会社 ⻫光
オリーブ薬局合同会社
株式会社 鈴⽊薬局
株式会社 細井薬局
有限会社 タカヤマ
有限会社 ミナト
有限会社 松葉調剤薬局
共⽴薬⼯ 株式会社
有限会社 潮⽥薬局
有限会社 イナバ薬局
株式会社 ease
株式会社 ⼩島薬局
株式会社 ⽇本みらいファーマ
株式会社 アヴァンセ・ファーマシー
株式会社 ツカモト薬局
有限会社 ホリタドラッグ
有限会社 カトウ薬局
有限会社 冨⽥薬局
株式会社 中⾥薬局
有限会社 三⽊⻘雲堂薬局
カブトヤ薬局
株式会社 プシューケ
⼀般財団法⼈ 防衛医学振興会
株式会社 メリアコーポレーション
サンテ調剤薬局
有限会社 ナルト薬局
⼩島薬局
有限会社 丈夫屋
株式会社 イチマル
倉敷中央病院
株式会社 ネクスト
かぬまだいけやきクリニック
株式会社 三育
有限会社 トーナ
有限会社 ミナト薬品
有限会社 メディックス
有限会社 ドラックストア寺分
株式会社 ⾶⿃調剤薬局
有限会社 わたすげ薬局
有限会社 ライオン
須藤薬局
オアシス・アンドウ 株式会社
有限会社 伊藤薬局
柳沢薬局
株式会社 りふる薬局
株式会社 フジネクサス
有限会社 アルファー
株式会社 イチワタ
有限会社 マキシマム
有限会社 ⽥⼝調剤薬局
有限会社 アイシン調剤
株式会社 ナチュラルファーマシー
株式会社 枚⽅マルゼン薬局
合同会社 武内薬局
嘉⼗薬局
株式会社 晃⽣会シンケ薬局
株式会社 ⼭⼝旭薬局
有限会社 唐⽊屋
株式会社 ハートフィット
有限会社 中本薬局
株式会社 メディカルサポート
有限会社 健康倶楽部
株式会社 もりがき薬局
株式会社 ほし薬局
有限会社 ぺんぎん薬局
株式会社 WING
株式会社 グット・ファーマシー
ユーファーマ 株式会社
株式会社 ベストシステム
株式会社 サツマ薬局
有限会社 ヒビノ
マイズメディカル 株式会社
有限会社 キダ薬品
有限会社 武⽥調剤薬局
⼤和メディカル 株式会社
有限会社 サンキュー薬局
有限会社 イワミ堂薬局
株式会社 モリモト薬局
まめの⽊薬局
Yori-soi 株式会社
プリンファーマシー 株式会社
有限会社 道信
株式会社 クスリのナカヤマ
株式会社 ウエルコネクト
オーラム薬局
■敬称略、順不同
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株式会社 マシスタ
有限会社 柳⽥薬局
ほほえみ薬局
株式会社 プラノ
有限会社 ⼤宝調剤薬局
株式会社 ブレス
株式会社 東京医療問題研究所
興⽣堂薬局
サカエ薬局
株式会社 エムアンドエー
なみき薬局
有限会社 ベビー堂薬局
株式会社 STメディカル
有限会社 しのはら薬局
市役所通り薬局
ミネ医薬品 株式会社
有限会社 アルトゥーア
栄和産業 株式会社
有限会社 ウィズ
有限会社 イマフク
有限会社 カテイ堂薬局
有限会社 きくや薬局
有限会社 平成薬局
有限会社 つくし薬局
株式会社 クスリのわかば
株式会社 七草堂
有限会社 エム.オー
有限会社 まえのぶ薬局
株式会社 川端薬局
株式会社 MYTメディカル
エコ健康 株式会社
有限会社 たいよう
のぞみ薬局 ⼩⽵町店
株式会社 ヘルケア
株式会社 ⿓聖堂本店
株式会社 ⽯崎薬局
有限会社 エス・ディ・アイ
薬局ファーマシー・サトムラ
有限会社 エグチ
株式会社 ATX
有限会社 メディファイン
株式会社 ハイサポート
つきみばし薬局
株式会社 ファルマックス
中央薬局 株式会社
株式会社 ホーゲン薬局
有限会社 ケイト調剤
有限会社 五郎橋薬局
株式会社 グローバル・ファーマ
株式会社 CAMEL・DERAM
株式会社 ⽇光調剤センター
株式会社 プラサロッソ
合同会社 渡辺薬局
有限会社 信明
横⽥メディカル 株式会社
有限会社 湯河原中央調剤薬局
有限会社 エムエーワイ
有限会社 おひさま薬局
有限会社 ⼤関薬局
鈴⽊調剤 株式会社
有限会社 メディファ
株式会社 アトラク
合同会社 dracaena
株式会社 加藤
有限会社 安部ファーマシー
有限会社 クスリ祐華
ポスト薬局
株式会社 ベル薬局
有限会社 イザワ薬局
株式会社 クオリア
御所⾒調剤薬局
鶴⾒駅前コンタクト 株式会社
株式会社 ファルマシア
株式会社 メディレクション
株式会社 コンフィード
医療法⼈淳信会 ホリスティキュアメディカルクリニック
株式会社 メディクス
株式会社 北村薬局
有限会社 ウスダ薬局
株式会社 ホームケアファーマシー
株式会社 みどり調剤薬局
江⼾川橋ほたる薬局
ウェルフィールド 株式会社
有限会社 ピーパル市原
有限会社 メディカルサポート
株式会社 鈴⽊薬局
株式会社 三和
株式会社 チチブ薬局
株式会社 kside
有限会社 アイコーポレーション
ふたば薬局
有限会社 花みずき
株式会社 志紀薬品
株式会社 お茶の⽔ファーマシー
有限会社 浅草オリーブ健美館
T.Iファーマシー 株式会社
安藤薬品 株式会社
有限会社 マルフジ
有限会社 丘の上薬局
株式会社 はやし薬局
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株式会社 テラマツ調剤
株式会社 柊調剤
株式会社 ミカーレ
株式会社 萩尾ハニーファーマシー
有限会社 ティーエーケー
有限会社 愛進堂薬局
株式会社 サンキュウファーマシー
有限会社 鞍掛薬局
株式会社 ファルマスター
株式会社 ふく薬品
株式会社 メディックス
有限会社 三⼋
株式会社 ボトムハート
有限会社 エムティーエス
たかぎ薬局
株式会社 リアルチャム
株式会社 アイ・エム・エス・ファーマシー
幸町薬局
株式会社 ⼀本松
有限会社 グラムファーマシー
有限会社 薮崎信瑛栄堂薬局
有限会社 OFFICE ORANGE
有限会社 クレストファーマシー
有限会社 丸吉
あさひ調剤薬局
⽇野薬局
サンボックス 株式会社
株式会社 オダハラ薬局
株式会社 KTファルマコ
サザン薬局
株式会社 ROSES
有限会社 江ケ崎薬局
よこお薬局
ヨコハマ調剤薬局
グッドファーマシー株式会社
⿓⽣堂薬局
有限会社太陽堂薬局
株式会社フカイチ
横⽥薬局
株式会社 ダンケ
株式会社 北池調剤薬局
株式会社 駅前薬局
有限会社 サンエム
株式会社 ライラック
株式会社 ヒューマンケア企画
釜台薬局
ケーファーマシー 株式会社
株式会社 志智創建
株式会社 万代薬局
喜⽥有限会社
有限会社 かなえ薬局
有限会社 ゆとりライフ
有限会社 リーベル
有限会社 仁天堂
有限責任事業組合 真善美
有限会社 プロフォンド
アポセ 株式会社
有限会社 エス・アイ・ピー
有限会社 ⼤橋薬局
有限会社 薬真堂
有限会社 湘南台薬品
有限会社 ケイエムメディカル
株式会社 ⻩川⽥薬品
株式会社 リリティ
株式会社 星野薬局
株式会社 ファルマオザワ
株式会社 宮本薬局
有限会社ミズ・コンドー・アポテカ
株式会社 エイム
有限会社 オリーブ薬局
有限会社 ⽊内薬局
有限会社 いるかメディカル
めぐみ薬局
株式会社 ホープメディカル
株式会社 ベストシステム
有限会社 オムス企画
株式会社 アズモック
株式会社 いこいの森
株式会社 ⽮澤企画
株式会社 実聡
こばやし薬局
株式会社 泉⽥
株式会社 はるかぜ薬局
有限会社 紫⼭堂
むさしの森薬局
株式会社 光スタヂオファーマ
あおい薬局
株式会社 メトロファーマシー
株式会社ライム
株式会社 シミズファーマシー
薬局清⽔堂ファーマシー
有限会社 松涛
株式会社 富⼠薬局
株式会社 菅野薬局
株式会社 ライフフォース
株式会社 ⽵内調剤薬局
株式会社 マツオ⼗字堂薬局
ピーパル市原
有限会社 エアーフィールド
ハートファルマ 株式会社
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株式会社ケイファーマシー
株式会社 シーサイド
株式会社 ゼロ100
株式会社 マイファーマシー

株式会社 オフィスアルファ
りぼん薬局
有限会社 たちばな薬局
株式会社 ハーツ
株式会社 マハロ

株式会社キースマイリング
旭くすし堂 株式会社
久地薬局
合同会社 船橋薬局
有限会社 ⽊須調剤薬局
H&S 株式会社
株式会社 エムクレド
株式会社 ONTHEROAD
りぼん薬局
株式会社 フジ
有限会社 フォレスト医療薬学研究所
あんず薬局
アイファーマシー 株式会社
株式会社 Hands-M
千都ファーマシー 株式会社
ファーマリリー 株式会社
有限会社 ⼩野薬局
株式会社 フラワー薬局
株式会社 マタマ薬局
有限会社 眞⽟堂中野薬局
有限会社 グラムファーマシー
株式会社SHINE
有限会社 ミネサキ
医療法⼈淳信会
ホリスティキュアメディカルクリニック
Ｔ・Ｉファーマシー 株式会社
有限会社 ⼭⽥興産
有限会社 芝⼝薬局
有限会社 内⼭薬局
有限会社 タカスミ
ならしの駅前薬局
ファルクス 株式会社
有限会社 フルカワ
有限会社 完成堂藤井薬局
株式会社 新⼩岩調剤薬局
有限会社 森ファーマシー
まい薬局
株式会社 SOLID
株式会社 HAPPYメディカル
有限会社 K&T
有限会社 精美堂
代々⽊にしはら薬局
株式会社 ダルマファーマシー
有限会社 ビーエーユウ
あおば薬局
かりん薬局
シーオーディ株式会社
メゾンファルマ株式会社
株式会社 hitotofrom
株式会社 h-style
株式会社 OﬃceM
式会社アオイ
株式会社アヤメディカル
株式会社 エーワンファーマシー
株式会社 かぶと
株式会社 グリーン薬局
株式会社 ケミカル
株式会社 コスモ
株式会社 サクラ薬局
株式会社 しらつち薬局
株式会社 たんぽぽ薬局
株式会社 ひまわり薬局
株式会社 メヂィグレス
株式会社 幸結堂
株式会社 満雅
有限会社 あけぼの薬局
有限会社 ヒルマ薬局
有限会社 ファム
有限会社 江郷薬局
有限会社 ⼗字堂薬局
株式会社 新⽣堂薬局
■敬称略、順不同
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