エリア

東京都

薬局名
広尾中央薬局 広尾店
地蔵通り薬局
ひかわ調剤薬局
さかした調剤薬局
薬局 ⽇本メディカル 蔵前店
ケイ薬局
薬局メディクス 深川店
糀⾕薬局 糀⾕店
薬局 ⽇本メディカル ⼤森店
経堂薬局 経堂店
豪徳寺薬局
わかば薬局阿佐⾕店
マロン薬局すずらん通り店
⻄参道薬局
マロン薬局⽬⽩店
マロン薬局⼤塚店
薬局ナチュラル・メディクス NM南千住店
たむら薬局栄町店
たむら薬局旭丘店
⽔⼾薬局本店
奥⼾中央薬局 奥⼾店
薬局⽇本メディカル ⻲有店
ミツワ薬局柴⼜店
ミツワ薬局柴⼜四丁⽬店
ミント薬局鎌倉店
ミツワ薬局第⼆⾼砂店
ハーブ薬局
森薬局
薬局メディクス 篠崎Ⅰ号店
薬局メディクス 篠崎Ⅱ号店
薬局メディクス 船堀店
東京中央薬局 葛⻄店
ガレヌス北⼩岩調剤薬局
北⼩岩薬局5丁⽬店
メープル調剤薬局
台町薬局
薬局 元気の森
マロン薬局⼦安店
マロン薬局みなみ野店
みんなの薬局
マロン薬局⾼尾店
マロン薬局⻄⼋王⼦店
にしき薬局
むさし野中央薬局 武蔵境店
薬局メディクス 吉祥寺店
井⼾端調剤薬局
マロン薬局鶴川店
薬局 ⽇本メディカル 武蔵⼩⾦井店
薬局⽇本メディカル ⽇野店
久⽶川薬局 久⽶川店
マロン薬局東⼤和店
栗原薬局
薬局 ⽇本メディカル 保⾕店
キマタ調剤薬局
ひので薬局⻲⼾店
ウカイ薬局
⼤南薬局
しらゆき薬局
シンワ薬局 病院前店
シンワ薬局 ⼋王⼦店
にこにこ薬局 本店
にこにこ薬局 ⼤岡⼭駅中店
にこにこ薬局 烏⼭店
にこにこ薬局 ⾼円寺南店
にこにこ薬局 中延店
花井薬局
かすみ薬局
MSSJ 広尾中央薬局
左⼊薬局

■敬称略、順不同
■2019年4⽉末⽇現在

住所
東京都港区⻘⼭7-14-6
東京都新宿区⽔道橋2丁⽬2
東京都⽂京区千⽯3丁⽬4-3
東京区⽂京区⼤塚6丁⽬3-3
東京都台東区蔵前3-4-9 蔵ﾋﾞﾙ1階
東京都台東区浅草3丁⽬4番1号
東京都江東区古⽯場2-14-1-104
東京都⼤⽥区⻄糀⾕2-9-4 美園ﾋﾞﾙ105号
東京都⼤⽥区⼤森⻄5-21-19
東京都世⽥⾕区宮坂3-13-6 すずらん会館102号
東京都世⽥⾕区豪徳寺1-22-6 村⽥ﾋﾞﾙ1階
東京都杉並区阿佐⾕南⼀丁⽬10番1号
東京都杉並区阿佐⾕南⼀丁⽬9番10号
東京都豊島区雑司が⾕3丁⽬3-18
東京都豊島区⾼⽥⼀丁⽬40番11号
東京都豊島区南⼤塚三丁⽬2番14号 漆沢ﾋﾞﾙ1階
東京都荒川区南千住7-1-1 ｱｸﾚｽﾃｨ南千住103号
東京都練⾺区栄町32-8
東京都練⾺区旭丘1-54-10
東京都葛飾区⾼砂5-36-7⽔⼾薬局本社ﾋﾞﾙ1F
東京都葛飾区奥⼾2-16-7
東京都葛飾区⻲有3-26-1 ﾘﾘｵ館6階
東京都葛飾区柴⼜1-5-14
東京都葛飾区柴⼜4-6-12ﾘﾊﾞﾃｨｰﾊｲﾂ101
東京都葛飾区鎌倉4-17-7
東京都葛飾区⾼砂3-10-8
東京都葛飾区柴⼜1-29-8
東京都墨⽥区両国2-18-1
東京都江⼾川区篠崎町7-25-11
東京都江⼾川区篠崎町7-24-6
東京都江⼾川区船堀3-2-22
東京都江⼾川区東葛⻄6-27-15
東京都江⼾川区北⼩岩6-11-2 ｴｰﾙﾌﾟﾗｻﾞ101
東京都江⼾川区北⼩岩5-30-7
東京都江⼾川区江⼾川1-1
東京都⼋王⼦市台町三丁⽬28番11号
東京都⼋王⼦市新町1番13号
東京都⼋王⼦市⼦安町四丁⽬26番5号 細⾕ﾋﾞﾙ1階
東京都⼋王⼦市⻄⽚倉三丁⽬1番3号 みなみ野ﾒﾃﾞｨｽﾝﾋﾞﾙ1階
東京都⼋王⼦市⻄⽚倉三丁⽬1番4号1階
東京都⼋王⼦市東浅川町548番地1 ﾄﾞｴﾙ･ｸﾗ1階
東京都⼋王⼦市千⼈町⼆丁⽬18番7号 ⻄⼋TKﾋﾞﾙ1階
東京都⽴川市錦町四丁⽬5番3号 丸⽊ﾋﾞﾙ1階
東京都武蔵野市境南町2-28-13
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-21-2 ｸﾞﾛｰﾘｵ吉祥寺本町214号
東京都武蔵野市⻄久保1-4-12
東京都町⽥市能ヶ⾕⼀丁⽬5番8号 鶴川ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙﾋﾞﾙ4階-F
東京都⼩⾦井市本町1-18-3
東京都⽇野市南平4-10-4
東京都東村⼭市栄町1-4-26 清光ﾋﾞﾙ101号
東京都東⼤和市清⽔六丁⽬1257番地3
東京都⽻村市⽻東⼀丁⽬16番5号
東京都⻄東京市北町1-6-1 ﾚｯﾂﾋﾞﾙ
東京都東村⼭市本町4-5-10
東京都江東区⻲⼾2-26-4 FELIA⻲⼾1階
東京都荒川区荒川2-4-2
東京都武蔵村⼭市⼤南2-39-1 ﾌﾗｯﾄ⼤南2号棟1階
東京都北区⾚⽻2-12-8 稲⾒ﾋﾞﾙ1階
東京都中野区野⽅1-5-3 ヴｧﾝｸﾚｰﾙOOKI 1階
東京都⼋王⼦市東町3-11 ﾌﾟﾚｲﾑ⼋王⼦ﾋﾞﾙ1階
東京都⼤⽥区北千束1-45-8
東京都⼤⽥区北千束3-27-1
東京都世⽥⾕区南烏⼭4-14-5 世⽥⾕ﾃﾗｽ1F
東京都杉並区⾼円寺南1-6-19
東京都品川区中延3-7-7
東京都板橋区板橋1-17-2
東京都練⾺区豊⽟北4-5-11-101
東京都港区南⻘⼭14-7 南⻘⼭NSﾋﾞﾙ1F
東京都⼋王⼦市左⼊町435-1

エリア

薬局名
ヒロ薬局
中川薬局 神楽坂店
薬局ポッポ
桑原薬局
ダイシン薬局
⽥村薬局 ⼩⽵向原店
⽥村薬局 豊⽟上店
あおい薬局
万代薬局 江⼾川中央店
万代薬局 上野店
万代薬局 御徒町店
トマト薬局⼆葉店
トマト薬局中延店
トマト薬局豊町店
トマト薬局駒沢店
本町調剤薬局
能々⾕調剤薬局
CMS茗台薬局
ミズホ薬局
ほほえみ薬局
さつき薬局
なのはな薬局
ひまわり薬局
沼袋薬局
スカイ薬局
シンワ薬局 南⼤⾕店
にこにこ薬局 本店
にこにこ薬局 ⼤岡⼭駅中店
にこにこ薬局 烏⼭店
にこにこ薬局 ⾼円寺南店
にこにこ薬局 中延店
花井薬局
かすみ薬局
MSSJ 広尾中央薬局
東京都 左⼊薬局
ヒロ薬局
中川薬局 神楽坂店
薬局ポッポ
桑原薬局
あおい薬局
ダイシン薬局
⽥村薬局 ⼩⽵向原店
⽥村薬局 豊⽟上店
くみ調剤薬局
上祖師⾕薬局
あかしあ通り薬局
晴⾒町薬局
狛江和泉薬局
たから薬局 狛江店
たから薬局 中和泉店
たから薬局 ⾼幡不動店
たから薬局 浅草店
たから薬局 江⼾川橋店
たから薬局 ⻄調布店
たから薬局 杉並和⽥店
たから薬局 東中野店
たから薬局 鈴⽊町店
⻄尾久薬局
万代薬局 江⼾川中央店
万代薬局 上野店
万代薬局 御徒町店
万代薬局 東上野店
マエノ薬局⾚⽻本店
マエノ薬局 ⾚⽻⻄が丘店
マエノ薬局 ⾚⽻桐ヶ丘店
マエノ薬局 ⾚⽻⻄⼝店
マエノ薬局 ⾚⽻駅前店
マエノ薬局 王⼦店
マエノ薬局 滝野川店
■敬称略、順不同
■2019年4月末日現在

住所
東京都練⾺区桜台1-4-12
東京都新宿区⽮来町57 ﾒｿﾞﾝﾄﾞｩ1F
東京都葛飾区新⼩岩1-56-6
東京都杉並区永福3-57-20
東京都板橋区仲宿62-1-102
東京都練⾺区⼩⽵町1-76-17
東京都練⾺区豊⽟上1-19-13
東京都練⾺区貫井4-30-25 寿光1FB号
東京都江⼾川区中央2-22-26
東京都台東区上野6-16-16 上野ORAGAﾋﾞﾙ101
東京都台東区上野6-2-11 1~2階
東京都品川区⼆葉1-13-9 ﾒｿﾞﾝﾄﾞｱｽﾄﾙ101
東京都品川区中延5-6-5
東京都品川区豊町6-11-7
東京都世⽥⾕区駒沢4-17-13
東京都⽇野市⽇野本町3-14-16 ⾺場ﾋﾞﾙ1F
東京都町⽥市能々⾕1-7-1 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞﾙ2階F室
東京都⽂京区⼩⽯川4-20-3
東京都⻘⼾3-41-4 篠⽥ﾋﾞﾙ1階
東京都⻘⼾3-41-11
東京都練⾺区北町2丁⽬1513 ｿﾈｯﾄ北東京 1F
東京都 葛飾区東⽴⽯三丁⽬25番10号
東京都稲城市平尾3丁⽬11 平尾住宅35号棟
東京都中野区沼袋1-8-20
東京都中野区中野4丁⽬21 ⼭忠ﾋﾞﾙ 10F
東京都町⽥市南⼤⾕748-19
東京都⼤⽥区北千束1-45-8
東京都⼤⽥区北千束3-27-1
東京都世⽥⾕区南烏⼭4-14-5 世⽥⾕ﾃﾗｽ1F
東京都杉並区⾼円寺南1-6-19
東京都品川区中延3-7-7
東京都板橋区板橋1-17-2
東京都練⾺区豊⽟北4-5-11-101
東京都港区南⻘⼭14-7 南⻘⼭NSﾋﾞﾙ1F
東京都東京都⼋王⼦市左⼊町435-1
東京都練⾺区桜台1-4-12
東京都新宿区⽮来町57 ﾒｿﾞﾝﾄﾞｩ1F
東京都葛飾区新⼩岩1-56-6
東京都杉並区永福3-57-20
東京都練⾺区貫井4-30-25 寿光1FB号
東京都板橋区仲宿62-1-102
東京都練⾺区⼩⽵町1-76-17
東京都練⾺区豊⽟上1-19-13
東京都荒川区⻄尾久2-9-11
東京都世⽥⾕区上祖師⾕5-22-2
東京都⼩平市仲町425-7
東京都府中市晴⾒町1-23-20
東京都狛江市和泉本町1-2-12
東京都狛江市和泉本町4-10-2
東京都狛江市中和泉5-33-35
東京都⽇野市⾼幡1009-4京王ｱﾝﾌｨｰﾙ⾼幡1F
東京都台東区浅草2-34-7 ｸﾞﾚｲﾌﾟｽ浅草1階
東京都新宿区⻄五軒町13-3
東京都調布市上⽯原2-33-2
東京都杉並区和⽥2-24-7
東京都中野区東中野3-8-9
東京都⼩平市鈴⽊町1-414-1
東京都荒川区⻄尾久2-9-1
東京都江⼾川区中央2-22-26
東京都台東区上野6-16-16 上野ORAGAﾋﾞﾙ101
東京都台東区上野6-2-11 1~2階
東京都台東区東上野1-6-8 MHﾋﾞﾙ101
東京都北区⾚⽻⻄1-2-10
東京都北区⻄が丘1-15-11
東京都北区⾚⽻⻄6-17-1
東京都北区⾚⽻⻄1-15-14
東京都北区⾚⽻⻄1-6-1 ﾊﾟﾙﾛｰﾄﾞ2 107号室
東京都北区王⼦1-16-7
東京都北区滝野川3丁⽬66-10

エリア

薬局名
マエノ薬局 下北沢店
マエノ薬局 下北茶沢通り店
マエノ薬局 中野店
マエノ薬局 ⾨前仲町店
柳沢薬局
伊東薬局
クスリのナカヤマ薬局 千歳烏⼭店
須藤薬局
あんどう薬局
フジモト薬局
フジモト薬局 ⼤森町店
ほほえみ薬局
興⽣堂薬局
新川調剤薬局
つくだ調剤薬局
⻁の⾨中央薬局
カテイ堂薬局
わかば薬局
薬局ファーマシー・サトムラ
はるかぜ薬局
プラナス薬局 梅島駅前店
プラナス薬局 梅島駅前店
みんと薬局
株式会社 GENOVA
なみき薬局
蘇命堂柳⽥薬局
ベビー堂薬局
共栄堂薬局世⽥⾕店
⿓⽣堂薬局 アイランド店
⿓⽣堂薬局 アイランドタワー店
ミネ薬局 中野坂上店
サカエ薬局
つきみばし薬局
⿓⽣堂薬局 ⼤久保店
東京都 ⿓⽣堂薬局 新⼤久保店
のぞみ薬局 ⼩⽵町店
ひろ薬局
メディカル薬局
セーブファーマ薬局
たちばな調剤薬局
たちばなきりん薬局
安藤薬局 ⾃由が丘本店
安藤薬局 ⾃由が丘⽀店
安藤薬局 ⾃由が丘南⼝店
成増けやき薬局
チチブ薬局
チチブ薬局⼆丁⽬店
のぞみ薬局 ⼩⽵町店
おひさま薬局
なつめ薬局 千歳船橋店
⿇布⼗番調剤薬局
あかまつ薬局
⽵の塚みどり薬局
あやせみどり薬局
３丁⽬薬局
⾼野台薬局
新お茶の⽔薬局
アイ調剤薬局
江⼾川橋ほたる薬局
北村薬局
道⽞坂調剤薬局
花みずき薬局
オリーブ薬局
⻄⼤島薬局
ミツバ薬局
新富町薬局
新宿薬局
⻄駒込薬局
潮ファーマシー
■敬称略、順不同
■2019年4⽉末⽇現在

住所
東京都世⽥⾕区北沢2-7-7
東京都世⽥⾕区代沢2-28-12ﾀﾌﾄ代沢1階
東京都中野区中野3-34-13 ﾊﾋﾟﾈｽ中野1階
東京都江東区⾨前仲町1-6-11 ﾄﾚﾃﾞｨﾊﾟｰﾁｪ1階
東京都練⾺区⽯神井町⼀丁⽬8番3号 ｻﾏﾘﾔﾏﾝｼｮﾝ1階
東京都世⽥⾕区⼤原⼆丁⽬27番33号
東京都世⽥⾕区南烏⼭5-19-13 武藤ﾋﾞﾙ1階
東京都練⾺区豊⽟南⼀丁⽬6番22号
東京都中野区新井⼆丁⽬28番6号1階
東京都⼤⽥区南⾺込六丁⽬1番8号 ﾄﾛﾜ1階
東京都⼤⽥区⼤森東三丁⽬1番5号
東京都⻘⼾3-41-11
東京都千代⽥区神⽥神保町⼀丁⽬48番地1
東京都中央区新川⼆丁⽬16番11号 ⻘⽊ﾋﾞﾙ1階
東京都中央区明⽯町11番3号 築地ｱｻｶﾜﾋﾞﾙ1階
東京都港区⻁ﾉ⾨⼀丁⽬1番25号 ⻁ﾉ⾨1丁⽬ﾋﾞﾙ4階
東京都⽂京区⽩⼭⼀丁⽬8番6号
東京都⾜⽴区⾜⽴四丁⽬41番6号
東京都⾜⽴区⾜⽴三丁⽬32番16号 ﾋﾞｭｰﾌﾟﾗｻﾞ五反野1階2号室
東京都⾜⽴区花畑四丁⽬35番20号 ﾌﾞﾙｰﾒ花畑29102号
東京都⾜⽴区梅島⼀丁⽬12番12号 ﾌﾟﾗﾝﾄﾞｰﾙ梅島1階
東京都⾜⽴区梅島⼀丁⽬12番12号 ﾌﾟﾗﾝﾄﾞｰﾙ梅島1階
東京都⼤⽥区北千束三丁⽬18番10号
東京都渋⾕区宇⽥川町103 SHIBUYA EDGE ﾋﾞﾙ 5F･6F
東京都渋⾕区代々⽊四丁⽬2番9号 参宮橋駅前NHﾋﾞﾙ1階
東京都世⽥⾕区池尻三丁⽬19番13号 ｲﾌﾟｼﾛﾝ1階
東京都世⽥⾕区下⾺⼀丁⽬19番3号
東京都世⽥⾕区給⽥3-2-18ﾔﾏｹｲ21-B
東京都新宿区⻄新宿六丁⽬4番1号 ｱｲﾗﾝﾄﾞｱﾄﾘｳﾑ1階
東京都新宿区⻄新宿六丁⽬5番1号 新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ1階
東京都中野区本町⼆丁⽬46番1号 中野坂上ｻﾝﾌﾞﾗｲﾄﾂｲﾝ1階101ｰ2号
東京都杉並区浜⽥⼭三丁⽬32番4号
東京都杉並区久我⼭⼆丁⽬23番29号 ﾊｲﾈｽ富⼠⾒ヶ丘101
東京都新宿区百⼈町⼀丁⽬15番18号 ⿓⽣堂⼤久保ﾋﾞﾙ1階
東京都新宿区百⼈町⼆丁⽬5番4号⼟屋ﾋﾞﾙ1階
東京都練⾺区⼩⽵町⼆丁⽬71番5号 北野ﾋﾞﾙ1階
東京都練⾺区中村北四丁⽬10番地8 ﾌｨｵｰﾚ瀬川103
東京都練⾺区⽴野町1番29号
東京都武蔵野市⻄久保⼆丁⽬20番7号
東京都⼋王⼦市⼦安町⼆丁⽬4番10号
東京都⼋王⼦市⻑房町454番地5
東京都⽬⿊区⾃由が丘⼀丁⽬8番3号
東京都⽬⿊区⾃由が丘⼀丁⽬13番12号
東京都⽬⿊区⾃由が丘⼀丁⽬9番6号 朝丘ﾋﾞﾙ1階
東京都板橋区成増⼆丁⽬17番8号
東京都豊島区⻑崎⼀丁⽬5番1号
東京都豊島区⻑崎⼆丁⽬26番19号
東京都練⾺区⼩⽵町⼆丁⽬71番5号 北野ﾋﾞﾙ1階
東京都⽇野市新町⼀丁⽬19番地4 ｳｪｰﾌﾞｺｰﾄ102
東京都世⽥⾕区桜丘⼆丁⽬24番2号
東京都港区⿇布⼗番⼀丁⽬7番1号 ﾖｰﾛｯﾊﾟﾊｳｽ1階
東京都豊島区巣鴨⼀丁⽬2番5号
東京都⾜⽴区⽵の塚五丁⽬19番4号朝⽇⽣命⾜⽴ﾋﾞﾙ1階
東京都⾜⽴区東綾瀬⼀丁⽬15番1号
東京都墨⽥区墨⽥三丁⽬41番15号
東京都練⾺区⾼野台⼀丁⽬8番13号
東京都千代⽥区神⽥駿河台四丁⽬3番地 新お茶の⽔ﾋﾞﾙ地下1階
東京都江⼾川区⻄葛⻄三丁⽬19番2号
東京都⽂京区関⼝⼀丁⽬1番6号 新星ﾋﾞﾙ5階
東京都港区南⻘⼭五丁⽬1番25号
東京都渋⾕区道⽞坂⼆丁⽬6番15号
東京都世⽥⾕区⽟川三丁⽬23番21号
東京都墨⽥区太平三丁⽬10番5号
東京都東京都江東区⼤島⼀丁⽬３６番５号江東ビル１階
東京都港区港南⼆丁⽬３番２６号
東京都中央区⼊船2-9-10 五条ビル１－B
東京都渋⾕区代々⽊2-9-5 森本ビル8階
東京都⼤⽥区南駒込五丁⽬40-1 ⻄駒込メディカルビレッジ1F
東京都横浜市鶴⾒区潮⽥町2-114-4

エリア

薬局名
たかぎ薬局
エンゼル薬局⻄⼤井店
薬局ワンザファーマシー
幸町薬局
⼀本松薬局
有限会社薮崎信瑛栄堂薬局
クレスト薬局
薬局クレストⅡ
上池袋薬局
あさひ調剤薬局
⽇野薬局
⽊ノ花薬局
⿓⽣堂薬局 新宿⻄⼝店
⿓⽣堂薬局 ⻄荻店
⿓⽣堂薬局 ⼤⼭店
⿓⽣堂薬局 新宿店
⿓⽣堂薬局 東新宿店
⿓⽣堂薬局 ワセダ東店
⿓⽣堂薬局 四⾕三丁⽬店
⿓⽣堂薬局 国⽴店
⿓⽣堂薬局 ⽴川店
⿓⽣堂薬局 桜が丘１号店
⿓⽣堂薬局 村⼭店
⿓⽣堂薬局 永⼭店
⿓⽣堂薬局 永⼭調剤店
⿓⽣堂薬局 ⾼幡不動店
⿓⽣堂薬局 多摩センター店
⿓⽣堂薬局 ベルブ永⼭店
深⼀調剤 薬局
北池薬局
のぞみ薬局
サークル薬局 ひばりが丘北⼝店
代々⽊上原駅前薬局
ＢＭＡりゅう薬局
東京都 万代薬局 ⼊⾕⼝店
⻄町調剤薬局
かなえ薬局
薬局桜新町ファーマシー
桜新町２丁⽬薬局
砧３丁⽬薬局
仁天堂薬局
はまなす薬局
経堂みどり薬局
むさし野薬局中央店
渋⾕みどり薬局
こまがた薬局
⾼島平調剤薬局
近藤薬局
いるか薬局⽔星店
いるか薬局
めぐみ薬局
ふすま調剤薬局
ぽむぽむ薬局
こばやし薬局
ふく福薬局
五番町はるかぜ薬局
船橋薬局
むさしの森薬局
ひかり調剤薬局
メトロファーマシー
ライム薬局
シミズファーマシー
薬局清⽔堂ファーマシー
富⼠薬局
株式会社富⼠薬局
菅野薬局
⽵内薬局神⽥須⽥町店
マツオ⼗字堂薬局
うずらやま薬局
■敬称略、順不同
■2019年4⽉末⽇現在

住所
東京都江東区⼤島五丁⽬51-10 サルドセジュール102号
東京都品川区⻄⼤井6-13-14
東京都江東区有明3-6-11 東京ファッションタウンビル東館２F
東京都府中市幸町2-49-19
東京都川崎市⾼津区諏訪1-10-14
東京都港区⽩⾦1-28-18
東京都練⾺区上⽯神井4-3-22
東京都練⾺区上⽯神井2-27-5
東京都豊島区上池袋4-1-3 ライオンズマンション上池袋102
東京都⽴川市柴崎町2-14-25
東京都中央区晴海1-6-5 202
東京都⾜⽴区島根3-3-4
東京都新宿区⻄新宿1丁⽬⻄⼝地下街1号 ⼩⽥急エース北館
東京都杉並区⻄荻北2-3-1
東京都板橋区栄町19-6
東京都新宿区新宿3-21-6
東京都新宿区新宿5-11-4
東京都新宿区⾼⽥⾺場1-6-16 ユニオンビル1F
東京都新宿区四⾕3-12 サワノボリ・ビルディング1F
東京都国分寺市光町1-41-6 プラース弐番館1F
東京都⽴川市柴崎町2-1-5 ⿓⽣堂⽴川ビル1F
東京都東⼤和市桜が丘3-44-17 桜が丘団地5号棟101号
東京都東⼤和市上北台2-916-6
東京都多摩市永⼭1-4 グリナード永⼭3F
東京都多摩市永⼭1-4 グリナード永⼭5F
東京都⽇野市⾼幡318
東京都多摩市落合1-44 丘の上プラザ101
東京都多摩市永⼭1-5 ベルブ永⼭2F
東京都江東区深川⼀丁⽬５番９号
東京都豊島区池袋本町⼀丁⽬45番16号 藤和シティーコープ池袋１階
東京都世⽥⾕区奥沢⼆丁⽬13番3号 .
東京都⻄東京市ひばりが丘北三丁⽬3番33号
東京都渋⾕区上原⼀丁⽬33番14号MKビル1階
東京都江東区有明⼀丁⽬4番11号 ブリリアマーレ有明1階クリニックスペース
東京都台東区上野七丁⽬７番６号 ＭＰＲ上野駅前ビル１階
東京都⾜⽴区扇⼆丁⽬25番1 号扇インペリアルコート1階
東京都飾区東堀切三丁⽬１７番６号
東京都世⽥⾕区桜新町⼀丁⽬8番5号
東京都世⽥⾕区桜新町⼆丁⽬16番6号
東京都世⽥⾕区砧三丁⽬4番4号
東京都中野区東中野⼀丁⽬36番8号
東京都板橋区上板橋⼆丁⽬1番10号 メゾンプルミエール1階
東京都世⽥⾕区経堂⼆丁⽬1番33号 経堂コルティ304
東京都世⽥⾕区太⼦堂⼆丁⽬20番29号
東京都渋⾕区渋⾕三丁⽬29番17号 ホテルメッツ渋⾕3階
東京都墨⽥区東駒形⼆丁⽬19番4号
東京都板橋区⾼島平四丁⽬30番8号
東京都豊島区池袋本町三丁⽬7番27号第⼆横⼭ビル101号
東京都板橋区⼩茂根⼀丁⽬３２番１号１階
東京都豊島区上池袋⼀丁⽬３８番１０号不⼆ビル１０１
東京都豊島区巣鴨4-9-5 第⼀塚⽥ビル１階101号
東京都⽬⿊区⼋雲五丁⽬14番21号
東京都江東区⼤島⼋丁⽬23番8号
東京都三鷹市下連雀四丁⽬20番15号新⽣ハイツ1階
東京都国分寺市本町⼆丁⽬7番10号 エッセン101号室
東京都千代⽥区五番町2 横⼭ビル1階
東京都世⽥⾕区経堂四丁⽬19番5号 ハニーコート103号
東京都練⾺区関町北⼆丁⽬24番13号
東京都⼤⽥区仲六郷⼆丁⽬27番7号
東京都港区⾼輪三丁⽬8番17号 ＴＫ⾼輪ビル1階
東京都港区芝浦四丁⽬20番4号 芝浦アイランドブルームホームズ1階
東京都港区⻄⿇布四丁⽬18番16号 102
東京都墨⽥区横川三丁⽬1番8号
東京都杉並区下⾼井⼾5丁⽬2－2
東京都調布市⼩島町1丁⽬34-7
東京都⽬⿊区鷹番3丁⽬5-3
東京都千代⽥区神⽥須⽥町1丁⽬16-8 柳下ビル1階
東京都渋⾕区東3丁⽬17-11
東京都豊島区⽬⽩⼆丁⽬５番２７号⽬⽩邸苑１階

エリア

薬局名
ツイン薬局 半蔵⾨店
オレンジパール薬局
なかまち通り薬局
珊瑚薬局町⽥店
すもも薬局
サクラ咲く薬局
あんず薬局
マタマ薬局
眞⽟堂中野薬局
そうだん薬局
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
ゆらき薬局 ⼩川店
ゆらき薬局 久⽶川店
ゆらき薬局 昭島店
ゆらき薬局 今井店
ゆらき薬局 東久留⽶店
清川薬局
恵愛薬局
愛の実薬局
⾚塚薬局
あおば薬局 清原
あおば薬局 野⼝
万年橋薬局
新橋調剤薬局
有限会社 芝⼝薬局
内⼭薬局
くるみ薬局
いこいの薬局 旗の台店
完成堂藤井薬局
新⼩岩調剤薬局
薬局モリファーマシー
まい薬局
トモ薬局
須⽥薬局本店
東京都
ゴーヤ薬局
精美堂薬局
代々⽊にしはら薬局
ダルマ薬局 ⻄新井店
トモ薬局
サカエ薬局 蒲⽥店
まんまる薬局
東中野ライム薬局
⽩⾺薬局
アオイ薬局
あや調剤薬局 ⼤森町店
あや調剤薬局 上池台店
にじいろ薬局
セイリン薬局
ケミカル薬局 浅草店
ケミカル薬局
ケミカル薬局 和⽥店
みかん薬局 ⻘井店
みかん薬局 参宮橋店
みかん薬局 荒川店
調剤薬局コスモ
しらつち薬局
たんぽぽ薬局野⽅店
すみれ薬局
こうゆう堂薬局 蒲⽥店
さかい川薬局
あけぼの薬局
ヒルマ薬局
ヒルマ薬局 ⼩⾖沢店
イナモリ薬局
緑が丘薬局
⼗字堂薬局
新⽣堂薬局新⼩岩店
新⽣堂薬局東⾦町店
⾚塚薬局
■敬称略、順不同
■2019年4⽉末⽇現在

住所
東京都千代⽥区麹町1丁⽬8-７エミナビル1階
東京都⽴川市富⼠⾒町1丁⽬35-14
東京都荒川区荒川３-24-４ 浜野ビル101
東京都町⽥市原町⽥1-7-17 ガレリア町⽥3階
東京都葛飾区東新⼩岩5-15-3
東京都世⽥⾕区桜新町2-27-2 コーポラスタナカ101
東京都北区上⼗条1-11-10
東京都中野区本町6-20-16 メゾン⼩巻101
東京都中野区本町5-４8-12 102
東京都練⾺区旭丘1-20-7 コーポサンヒルズ1階
東京都中野区鷺宮3-9-27
東京都⼩平市⼩川⻄町3-10-4 ⼩野ビル1階
東京都東村⼭市久⽶川町3-32-1
東京都昭島市宮沢町495-30
東京都⻘梅市今井5-2440-179
東京都東久留⽶市幸町3-11-15
東京都台東区清川2-8-10
東京都中野区中野3-28-18 ウィステリアステージⅠ
東京都東村⼭市秋津町3-12-39
東京都板橋区⾚塚新町3-17-8
東京都東⼤和市清原1-1-15
東京都東村⼭市野⼝町2-4-36 コーポホルス1階
東京都東村⼭市恩多町1-40-3
東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル345
東京都港区新橋1-4-3 芝ビル１階
東京都港区⻄新橋3-9-3 内⼭ビル1階
東京都練⾺区⽯神井台7-6-6
東京都品川区旗の台4-7-4 ブランシュネージュ1階
東京都新宿区四⾕2-8 藤井ビル1階
東京都葛飾区東新⼩岩7-15-11
東京都葛飾区東⾦町1-15-6
東京都板橋区坂下2-26-19 ダイヤモンドマンション1階Ｂ
東京都渋⾕区⼤⼭町13-1
東京都杉並区阿佐⾕北1-25-1
東京都⼤⽥区⼤森⻄5-9-7
東京都⼋王⼦市南⼤沢3-9-5104
東京都東京都渋⾕区⻄原3-21-1-1号室
東京都⾜⽴区栗原1-7-23 1階
東京都渋⾕区⼤⼭町13-1
東京都⼤⽥区⻄蒲⽥7-28-6
東京都板橋区上板橋2-40-8 フレンディー上板橋１階
東京都中野区東中野4-4-26 アトレヴィ東中野2階
東京都国⽴市富⼠⾒台3-33-20
東京都⾜⽴区⼀ツ家4-4-14
東京都⼤⽥区⼤森⻄3-13-21
東京都⼤⽥区上池台1-46-5 1階
東京都⼩⾦井市梶野町5-9-9
東京都板橋区蓮根2-15-3
東京都台東区⻄浅草2-6-9
東京都江⼾川区平井三丁⽬22-21
東京都杉並区和⽥3-15-14 ダリア荘1階
東京都⾜⽴区⻘井6-20-17
東京都渋⾕区代々⽊4-10-8 ケンサルガーデン1階
東京都荒川区荒川1-3-7
東京都杉並区本天沼1-2-3
東京都武蔵村⼭市⼤南3-53-13
東京都中野区野⽅6-4-1
東京都練⾺区⽯神井町7-6-1
東京都⼤⽥区蒲⽥1-7-11
東京都江東区北砂四丁⽬4-14
東京都新宿区住吉町2-18 ウィン四⾕104
東京都豊島区池袋本町1-46-5 ヒルマビル1階
東京都板橋区⼩⾖沢2-17-1
東京都練⾺区⽥柄2-19-29 ヴァンヴェール吉⽥1階
東京都武蔵村⼭市緑が丘1460番地 第50号棟54号
東京都昭島市⽟川町4-2-2
東京都葛飾区⻄新⼩岩4-17-2
東京都葛飾区東⾦町7-4-3
東京都板橋区⾚塚新町3-17-8

エリア

薬局名
あおば薬局 清原
あおば薬局 野⼝
万年橋薬局
新橋調剤薬局
有限会社 芝⼝薬局
内⼭薬局
くるみ薬局
いこいの薬局 旗の台店
完成堂藤井薬局
新⼩岩調剤薬局
薬局モリファーマシー
トモ薬局
須⽥薬局本店
ゴーヤ薬局
精美堂薬局
代々⽊にしはら薬局
ダルマ薬局 ⻄新井店
トモ薬局
サカエ薬局 蒲⽥店
まんまる薬局
東中野ライム薬局
⽩⾺薬局
アオイ薬局
東京都 あや調剤薬局 ⼤森町店
あや調剤薬局 上池台店
にじいろ薬局
セイリン薬局
ケミカル薬局 浅草店
ケミカル薬局
ケミカル薬局 和⽥店
みかん薬局 ⻘井店
みかん薬局 参宮橋店
みかん薬局 荒川店
調剤薬局コスモ
しらつち薬局
たんぽぽ薬局野⽅店
すみれ薬局
こうゆう堂薬局 蒲⽥店
さかい川薬局
あけぼの薬局
ヒルマ薬局
ヒルマ薬局 ⼩⾖沢店
イナモリ薬局
緑が丘薬局
⼗字堂薬局
新⽣堂薬局新⼩岩店
新⽣堂薬局東⾦町店
■敬称略、順不同
■2019年4⽉末⽇現在

住所
東京都東⼤和市清原1-1-15
東京都東村⼭市野⼝町2-4-36 コーポホルス1階
東京都東村⼭市恩多町1-40-3
東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル345
東京都港区新橋1-4-3 芝ビル１階
東京都港区⻄新橋3-9-3 内⼭ビル1階
東京都練⾺区⽯神井台7-6-6
東京都品川区旗の台4-7-4 ブランシュネージュ1階
東京都新宿区四⾕2-8 藤井ビル1階
東京都葛飾区東新⼩岩7-15-11
東京都葛飾区東⾦町1-15-6
東京都渋⾕区⼤⼭町13-1
東京都杉並区阿佐⾕北1-25-1
東京都⼤⽥区⼤森⻄5-9-7
東京都⼋王⼦市南⼤沢3-9-5104
東京都東京都渋⾕区⻄原3-21-1-1号室
東京都⾜⽴区栗原1-7-23 1階
東京都渋⾕区⼤⼭町13-1
東京都⼤⽥区⻄蒲⽥7-28-6
東京都板橋区上板橋2-40-8 フレンディー上板橋１階
東京都中野区東中野4-4-26 アトレヴィ東中野2階
東京都国⽴市富⼠⾒台3-33-20
東京都⾜⽴区⼀ツ家4-4-14
東京都⼤⽥区⼤森⻄3-13-21
東京都⼤⽥区上池台1-46-5 1階
東京都⼩⾦井市梶野町5-9-9
東京都板橋区蓮根2-15-3
東京都台東区⻄浅草2-6-9
東京都江⼾川区平井三丁⽬22-21
東京都杉並区和⽥3-15-14 ダリア荘1階
東京都⾜⽴区⻘井6-20-17
東京都渋⾕区代々⽊4-10-8 ケンサルガーデン1階
東京都荒川区荒川1-3-7
東京都杉並区本天沼1-2-3
東京都武蔵村⼭市⼤南3-53-13
東京都中野区野⽅6-4-1
東京都練⾺区⽯神井町7-6-1
東京都⼤⽥区蒲⽥1-7-11
東京都江東区北砂四丁⽬4-14
東京都新宿区住吉町2-18 ウィン四⾕104
東京都豊島区池袋本町1-46-5 ヒルマビル1階
東京都板橋区⼩⾖沢2-17-1
東京都練⾺区⽥柄2-19-29 ヴァンヴェール吉⽥1階
東京都武蔵村⼭市緑が丘1460番地 第50号棟54号
東京都昭島市⽟川町4-2-2
東京都葛飾区⻄新⼩岩4-17-2
東京都葛飾区東⾦町7-4-3

