
直接審査支払　合意薬局リスト（県別、市区郡別） 令和5年3月1日更新分

No. 県名 市区郡 名称 所在地

1 宮城県 仙台市太白区 ファーコス薬局　ハーブ (R05.05まで) 宮城県仙台市太白区中田町前沖１６３-１１

2 柴田郡柴田町 株式会社銀座薬局 (R05.05まで) 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２-１２-２２

3 山形県 山形市 エムハート薬局　北やまがた店 (R05.05まで) 山形県山形市肴町３-３９

4 エムハート薬局　あこや町店 (R05.05まで) 山形県山形市あこや町３-１２-１４

5 寒河江市 ファーコス薬局　あすなろ (R05.05まで) 山形県寒河江市西根字下堰５０７

6 東根市 エムハート薬局　ひがしね店 (R05.05まで) 山形県東根市さくらんぼ駅前２-１０-３

7 東置賜郡高畠町 ファーコス薬局　あいのもり (R05.05まで) 山形県東置賜郡高畠町高畠渋作２９９-１０

8 福島県 福島市 ファーコス薬局　福島駅前 (R05.05まで) 福島県福島市栄町６-６　ユニックスビル

9 ファーコス薬局　東中央 (R05.05まで) 福島県福島市東中央２-２-２

10 ファーコス薬局　渡利 (R05.05まで) 福島県福島市渡利字椚町２５-４

11 郡山市 ファーコス薬局　メロディー (R05.05まで) 福島県郡山市喜久田町字四十坦８-６８

12 白河市 ファーコス薬局　めぐみ北 (R05.05まで) 福島県白河市外薄葉１７-５

13 ファーコス薬局　白河 (R05.05まで) 福島県白河市六反山１０-３６

14 茨城県 水戸市 ホーム薬局 (R05.05まで) 茨城県水戸市米沢町９８-７

15 フェイス薬局 (R05.05まで) 茨城県水戸市吉沢町３５４-９４

16 日立市 桜川薬局 (R05.05まで) 茨城県日立市桜川町２-２５-１７

17 メリー薬局 (R05.05まで) 茨城県日立市大沼町３-４-１０

18 カワチ薬局　鮎川店 (R05.05まで) 茨城県日立市鮎川町４-７-２１

19 グリーン薬局 (R05.05まで) 茨城県日立市鮎川町１-２-２１

20 カワチ薬局　田尻店 (R05.05まで) 茨城県日立市田尻町４-３６-６

21 ひまわり調剤薬局 (R05.05まで) 茨城県日立市桜川町２-１８-３

22 結城市 ひまわり調剤薬局 (R05.05まで) 茨城県結城市結城１０７４２-１５

23 ひたちなか市 大成堂薬局　中根店 (R05.05まで) 茨城県ひたちなか市中根５１３８-３

24 大成堂薬局　さわ店 (R05.05まで) 茨城県ひたちなか市高場５-４-２３

25 ファースト薬局　高場店 (R05.05まで) 茨城県ひたちなか市高場字障子ハタ１１８０-７

26 さつき薬局　大成店 茨城県ひたちなか市大成町１１-２

27 つくばみらい市 ひよこ調剤薬局 (R05.05まで) 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘１-７-４

28 那珂郡東海村 ノース薬局 (R05.05まで) 茨城県那珂郡東海村白方１７０７-８３

29 イースト薬局 (R05.05まで) 茨城県那珂郡東海村舟石川９５

30 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

31 栃木県 宇都宮市 カワチ薬局　戸祭店 (R05.05まで) 栃木県宇都宮市上戸祭２-１-１２

32 カワチ薬局　大曽店 (R05.05まで) 栃木県宇都宮市大曽３-４-５

33 カワチ薬局　三の沢店 (R05.05まで) 栃木県宇都宮市鶴田町１７４４-２９

34 カワチ薬局　若松原店 (R05.05まで) 栃木県宇都宮市北若松原１-１７-１７

35 カワチ薬局　西川田店 (R05.05まで) 栃木県宇都宮市西川田町８３１-１

36 カワチ薬局　上三川インター店 (R05.05まで) 栃木県宇都宮市インタ-パ-ク６-５-４

37 ファーコス薬局　ありす (R05.05まで) 栃木県宇都宮市上野町７００２-４

38 ファーコス薬局　くじら (R05.05まで) 栃木県宇都宮市松原２-７-２５

39 エムハート薬局　かいどう店 (R05.05まで) 栃木県宇都宮市海道町１５３-９

40 エムハート薬局　つるた店 (R05.05まで) 栃木県宇都宮市鶴田２-６-８

41 エムハート薬局　みなみ店 (R05.05まで) 栃木県宇都宮市八千代１-２-１２

42 エムハート薬局　えそしま店 (R05.05まで) 栃木県宇都宮市江曽島２-９-１９

43 エムハート薬局　みね店 (R05.05まで) 栃木県宇都宮市峰１-２９-１９

44 足利市 ファーコス薬局　アイシー (R05.05まで) 栃木県足利市大前町１２７７-３

45 ファーコス薬局　さとやば (R05.05まで) 栃木県足利市里矢場町１９８８-６

46 ファーコス薬局　おりひめ (R05.05まで) 栃木県足利市五十部町２８４-１３

47 ファーコス薬局　こばと (R05.05まで) 栃木県足利市八幡町１-７-２

48 ファーコス薬局　しらゆり (R05.05まで) 栃木県足利市葉鹿町１-１０-３

49 鹿島中央薬局 (R05.05まで) 栃木県足利市鹿島町５００-３

50 エムハート薬局　ほりごめ店 (R05.05まで) 栃木県足利市堀込町２７６０-４
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51 栃木市 ファーコス薬局　片柳 (R05.05まで) 栃木県栃木市片柳町４-１０７３-３

52 エムハート薬局　いわふね店 (R05.05まで) 栃木県栃木市岩舟町静５１３４-７

53 佐野市 ファーコス薬局　かもめ (R05.05まで) 栃木県佐野市植下町２４７０-１

54 ファーコス薬局　ひまわり (R05.05まで) 栃木県佐野市相生町２７-１

55 エムハート薬局　朱雀店 (R05.05まで) 栃木県佐野市堀米町３９４７-１４

56 小山市 カワチ薬局　東城南店 (R05.05まで) 栃木県小山市東城南１-３３-１

57 真岡市 エムハート薬局　もおか店 (R05.05まで) 栃木県真岡市下高間木１-１３-７

58 大田原市 ファーコス薬局　くろばね (R05.05まで) 栃木県大田原市大豆田４５７-１

59 矢板市 カワチ薬局　矢板南店 (R05.05まで) 栃木県矢板市木幡１５６３-１

60 那須塩原市 カワチ薬局　黒磯店 (R05.05まで) 栃木県那須塩原市末広町６５-２

61 カワチ薬局　大田原西店 (R05.05まで) 栃木県那須塩原市緑１-８-４４

62 さくら市 カワチ薬局　さくら店 (R05.05まで) 栃木県さくら市桜野４８６

63 下野市 カワチ薬局　自治医大店 (R05.05まで) 栃木県下野市祇園１-８

64 エムハート薬局　いしばし店 (R05.05まで) 栃木県下野市石橋８３８-３

65 下都賀郡壬生町 カワチ薬局　おもちゃのまち東店 (R05.05まで) 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち３-１-３０

66 エムハート薬局　壬生おちあい店 (R05.05まで) 栃木県下都賀郡壬生町落合２-１２-２

67 那須郡那珂川町 エムハート薬局　なかがわ店 (R05.05まで) 栃木県那須郡那珂川町小川２９６１-８

68 群馬県 前橋市 エムハート薬局　はこだ店 (R05.05まで) 群馬県前橋市箱田町３９３-９

69 高崎市 ファーコス薬局　あゆみ (R05.05まで) 群馬県高崎市八島町２２２　高崎タ-ミナルビル西口１Ｆ

70 ファーコス薬局　けやき (R05.05まで) 群馬県高崎市飯塚町６９７-５

71 エムハート薬局　高崎インター店 (R05.05まで) 群馬県高崎市新保町１３７６-４

72 伊勢崎市 ファーコス薬局　アイキュー (R05.05まで) 群馬県伊勢崎市南千木町２５２９-４

73 ファーコス薬局　南千木 (R05.05まで) 群馬県伊勢崎市南千木町２６３７-２

74 ファーコス薬局　伊勢崎 (R05.05まで) 群馬県伊勢崎市南千木町２５２２-１

75 太田市 ファーコス薬局　まちなか (R05.05まで) 群馬県太田市西本町５７-１７　大智ビル１Ｆ

76 館林市 エムハート薬局　館林中央店 (R05.05まで) 群馬県館林市西本町５-１

77 渋川市 ファーコス薬局　アイビー (R05.05まで) 群馬県渋川市渋川１５９１-４

78 安中市 ファーコス薬局　めだか (R05.05まで) 群馬県安中市下磯部１０１８-１

79 埼玉県 さいたま市北区 パル薬局　奈良町店 (R05.05まで) 埼玉県さいたま市北区奈良町１２４-１

80 ファーコス薬局　本郷 (R05.05まで) 埼玉県さいたま市北区本郷町３７２-３

81 さいたま市中央区 ファーコス薬局　大宮 (R05.05まで) 埼玉県さいたま市中央区円阿弥７-１２-８

82 さいたま市浦和区 ファーコス薬局　せがさき (R05.05まで) 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎３-９-８

83 ファーコス薬局　スミレ浦和 (R05.05まで) 埼玉県さいたま市浦和区高砂２-１１-６

84 さいたま市緑区 パル薬局　東浦和店 (R05.05まで) 埼玉県さいたま市緑区東浦和１-２１-１１

85 パル薬局　芝原店 (R05.05まで) 埼玉県さいたま市緑区芝原２-２-６

86 川越市 パル薬局　新河岸店 (R05.05まで) 埼玉県川越市大字砂新田８０-２

87 川口市 ファーコス薬局　みずき (R05.05まで) 埼玉県川口市西川口２-２-１０　サンフロ-ラ西川口１Ｆ　１０１

88 ファーコス薬局　スミレ川口 (R05.05まで) 埼玉県川口市新井町１４-１８

89 パル薬局　川口店 (R05.05まで) 埼玉県川口市中青木３-９-１-１０２

90 所沢市 ファーコス薬局　くすのき台 (R05.05まで) 埼玉県所沢市くすのき台１-１２-２０　第６西村ビル１Ｆ

91 ファーコス薬局　北有楽町 (R05.05まで) 埼玉県所沢市北有楽町２５-６

92 ファーコス薬局　東狭山ヶ丘 (R05.05まで) 埼玉県所沢市東東狭山ケ丘６-７４７-１８

93 パル薬局　くすのき台店 (R05.05まで) 埼玉県所沢市くすのき台２-６-１０

94 加須市 ファーコス薬局　みのり (R05.05まで) 埼玉県加須市南大桑１４９５-４

95 春日部市 パル薬局　春日部中央店 (R05.05まで) 埼玉県春日部市中央６-１-９

96 狭山市 パル薬局　柏原店 (R05.05まで) 埼玉県狭山市柏原３２７７-１６

97 羽生市 ファーコス薬局　つばめ (R05.05まで) 埼玉県羽生市東７-７-９

98 上尾市 さんくす薬局　原市店 (R05.04まで) 埼玉県上尾市原市中３-１-８

99 蕨市 パル薬局　蕨店 (R05.05まで) 埼玉県蕨市中央３-１５-２４

100 入間市 パル薬局　黒須店 (R05.05まで) 埼玉県入間市黒須２-２-１　１Ｆ
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101 ファーコス薬局　入間 (R05.05まで) 埼玉県入間市野田４３５-１

102 朝霞市 パル薬局　朝霞駅前店 (R05.05まで) 埼玉県朝霞市本町２-４-２４

103 パル薬局　溝沼店 (R05.05まで) 埼玉県朝霞市溝沼１-５-１１

104 和光市 パル薬局　白子店 (R05.05まで) 埼玉県和光市白子２-２１-１３

105 新座市 パル薬局　新座店 (R05.05まで) 埼玉県新座市新座１-１３-２

106 パル薬局　新座北野2号店 (R05.05まで) 埼玉県新座市北野３-１８-１４

107 パル薬局　新座北野店 (R05.05まで) 埼玉県新座市北野３-１８-１７

108 桶川市 パル薬局　桶川店 (R05.05まで) 埼玉県桶川市北１-２２-１０

109 久喜市 クラージュ薬局 (R05.05まで) 埼玉県久喜市下早見１１８５-５

110 富士見市 パル薬局　恵愛病院前店 (R05.05まで) 埼玉県富士見市針ヶ谷１８４-１

111 パル薬局　鶴瀬西店 (R05.05まで) 埼玉県富士見市鶴瀬西２-４-１４

112 パル薬局　鶴瀬店 (R05.05まで) 埼玉県富士見市鶴瀬東２-１７-２９

113 パル薬局　西みずほ台店 (R05.05まで) 埼玉県富士見市西みずほ台２-１０-３

114 パル薬局　鶴馬店 (R05.05まで) 埼玉県富士見市鶴馬２-２０-３

115 パル薬局　鶴瀬東口店 (R05.05まで) 埼玉県富士見市鶴瀬東１-８-８

116 パル薬局　中央公園店 (R05.05まで) 埼玉県富士見市東みずほ台２-１６-１０

117 パル薬局 (R05.05まで) 埼玉県富士見市東みずほ台１-７-１

118 蓮田市 薬局オリーブファーマシー (R05.05まで) 埼玉県蓮田市東５-２-９

119 幸手市 エムハート薬局　幸手南店 (R05.05まで) 埼玉県幸手市南２-６-１１

120 ふじみ野市 ファーコス薬局　ふじみ野 (R05.05まで) 埼玉県ふじみ野市市沢２-８-１７

121 パル薬局　清見店 (R05.05まで) 埼玉県ふじみ野市清見３-１-６

122 パル薬局　上福岡店 (R05.05まで) 埼玉県ふじみ野市上福岡１-７-６

123 北足立郡伊奈町 伊奈オリーブ薬局 (R05.05まで) 埼玉県北足立郡伊奈町栄３-１５-４

124 入間郡三芳町 パル薬局　三芳町店 (R05.05まで) 埼玉県入間郡三芳町みよし台１１-１２

125 比企郡嵐山町 パル薬局　嵐山店 (R05.05まで) 埼玉県比企郡嵐山町菅谷５１３-１

126 児玉郡上里町 ファーコス薬局　むさし上里 (R05.05まで) 埼玉県児玉郡上里町金久保５３-２７

127 千葉県 千葉市花見川区 ファーコス薬局　もみの木 (R05.05まで) 千葉県千葉市花見川区幕張本郷７-２２-１０

128 千葉市緑区 ファーコス薬局　あすみが丘 (R05.05まで) 千葉県千葉市緑区あすみが丘東４-１-２

129 船橋市 ファーコス薬局　船橋 (R05.05まで) 千葉県船橋市飯山満町２-６２７

130 ファーコス薬局　夏見 (R05.05まで) 千葉県船橋市夏見２-１５-１０　ツカサハイツ１０１号

131 松戸市 ファーコス薬局　小金原 (R05.05まで) 千葉県松戸市小金原６-５-２０

132 ファーコス薬局　しいの木 (R05.05まで) 千葉県松戸市常盤平１-１１-９　グランメ-ル常盤平１Ｆ

133 ファーコス薬局　銀杏 (R05.05まで) 千葉県松戸市小金きよしヶ丘２-８-１３

134 ファーコス薬局　下矢切 (R05.05まで) 千葉県松戸市下矢切７０-１

135 ファーコス薬局　さくらの木 (R05.05まで) 千葉県松戸市常盤平５-８-１２

136 ファーコス薬局　しいの木西 (R05.05まで) 千葉県松戸市金ケ作８８-６

137 ファーコス薬局　にしくぼ (R05.05まで) 千葉県松戸市常盤平西窪町１３-２

138 成田市 ファーコス薬局　成田 (R05.05まで) 千葉県成田市猿山１０２８-５

139 東金市 ファーコス薬局　まきのき (R05.05まで) 千葉県東金市家徳１２４-５

140 柏市 ファーコス薬局　イルカ (R05.05まで) 千葉県柏市柏４-６-２５　ＹＫビル１Ｆ

141 ファーコス薬局　柏わかば (R05.05まで) 千葉県柏市若葉町１１-１２　やまとマンション１Ｆ

142 八千代市 ファーコス薬局　なしのき (R05.05まで) 千葉県八千代市島田台字島田道８５８-５

143 君津市 ファーコス薬局　こいと (R05.05まで) 千葉県君津市中島２６７

144 香取郡多古町 ファーコス薬局　あじさい (R05.05まで) 千葉県香取郡多古町多古字九蔵４９０-５

145 東京都 千代田区 ファーコス薬局　アキバ (R05.05まで) 東京都千代田区神田松永町１１　ＡＴ第一ビル１Ｆ

146 中央区 ファーコス薬局　京橋 (R05.05まで) 東京都中央区京橋２-８-２１　昭和ビル別館１Ｆ

147 港区 西新橋調剤薬局 (R05.05まで) 東京都港区西新橋１-２-９　日比谷セントラルビルＢ１Ｆ

148 墨田区 ファーコス薬局　つつじ (R05.05まで) 東京都墨田区東向島６-６-３

149 江東区 ファーコス薬局　豊洲 (R05.05まで) 東京都江東区豊洲５-４-９　ＫＲ豊洲ビル１Ｆ

150 品川区 博芳堂薬局 (R05.05まで) 東京都品川区東五反田４-１１-６　クレスト五反田ビル１Ｆ

3/10



直接審査支払　合意薬局リスト（県別、市区郡別） 令和5年3月1日更新分

No. 県名 市区郡 名称 所在地

151 ファーコス薬局　品川 (R05.05まで) 東京都品川区大井５-５-２９　石井ビル１Ｆ

152 目黒区 ファーコス薬局　ひかり (R05.05まで) 東京都目黒区中央町２-１３-１０　第一菫寮１Ｆ

153 ファーコス薬局　くるみ (R05.05まで) 東京都目黒区中根２-１１-５　クルミビル１Ｆ

154 大田区 ファーコス薬局　あい (R05.05まで) 東京都大田区大森北２-４-１０　Ｐ２ビル１Ｆ

155 観音通り薬局 (R05.05まで) 東京都大田区中央３-２２-２０

156 世田谷区 イムノファーマシー成城薬局 (R05.05まで) 東京都世田谷区成城２-２２-４

157 ファーコス薬局　成城 (R05.05まで) 東京都世田谷区成城２-３５-１３　城西ビル１Ｆ

158 渋谷区 ファーコス薬局　渋谷 (R05.05まで) 東京都渋谷区渋谷１-２４-５　ドクタ-ズビル１Ｆ

159 中野区 ファーコス薬局　鷺宮 (R05.05まで) 東京都中野区鷺宮３-１１-７

160 ファーコス薬局　南台 (R05.05まで) 東京都中野区南台２-３４-１

161 杉並区 ファーコス薬局　西荻窪 (R05.05まで) 東京都杉並区西荻北４-３３-１４

162 今川調剤薬局　エスコート店 (R05.05まで) 東京都杉並区今川３-１４-１９

163 ファーコス薬局　阿佐谷 (R05.05まで) 東京都杉並区阿佐谷南３-３７-４　パルティ-ルアサガヤ１Ｆ

164 ファーコス薬局　方南町 (R05.05まで) 東京都杉並区方南２-１８-１４　藤田ビル１Ｆ

165 荒川区 ファーコス薬局　西尾久めぐみ (R05.05まで) 東京都荒川区西尾久２-３４-１１

166 板橋区 パル薬局　蓮根店 (R05.05まで) 東京都板橋区坂下１-３５-１６

167 ファーコス薬局　ミナミ堂 (R05.05まで) 東京都板橋区高島平２-３３-７　１０５

168 練馬区 ファーコス薬局　錦 (R05.05まで) 東京都練馬区錦１-２０-１７　サンハイツフジ１０１

169 ファーコス薬局　高松 (R05.05まで) 東京都練馬区高松１-４２-１８　クラウンレインボ-１Ｆ

170 ファーコス薬局　東大泉 (R05.05まで) 東京都練馬区東大泉７-６-７　センチュリ-東大泉１０７

171 ファーコス薬局　学園中央 (R05.05まで) 東京都練馬区大泉学園町４-２２-６　松井ビル１Ｆ

172 ファーコス薬局　学園五丁目 (R05.05まで) 東京都練馬区大泉学園町５-７-２３

173 ファーコス薬局　学園東町 (R05.05まで) 東京都練馬区大泉学園町７-５-６

174 ファーコス薬局　大泉学園 (R05.05まで) 東京都練馬区大泉学園町６-１１-４０　松下ビル１Ｆ

175 ファーコス薬局　学園緑町 (R05.05まで) 東京都練馬区大泉学園町６-１０-１８

176 ファーコス薬局　光が丘 (R05.05まで) 東京都練馬区田柄５-１４-１１　グリ-ンシティ恵マンション１Ｆ

177 葛飾区 ファーコス薬局　柴又 (R05.05まで) 東京都葛飾区柴又１-４３-１０

178 江戸川区 ファーコス薬局　平井 (R05.05まで) 東京都江戸川区平井３-２４-１７

179 三鷹市 すずらん薬局 (R05.05まで) 東京都三鷹市下連雀８-３-７

180 府中市 ファーコス薬局　府中 (R05.05まで) 東京都府中市緑町１-１６-５

181 ファーコス薬局　小柳町 (R05.05まで) 東京都府中市小柳町４-４８-２０

182 西多摩郡瑞穂町 ファーコス薬局　瑞穂 (R05.05まで) 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎２６１０-１４

183 神奈川県 横浜市鶴見区 イムノファーマシー (R05.05まで) 神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町８-２

184 イムノファーマシー分店 (R05.05まで) 神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町１１-１７

185 横浜市神奈川区 かたくら薬局 (R05.05まで) 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

186 横浜市中区 ファーコス薬局　カンナイ (R05.05まで) 神奈川県横浜市中区真砂町２-１２　関内駅前第一ビル１Ｆ

187 長者町薬局 (R05.05まで) 神奈川県横浜市中区長者町１-３-７　長者町福神ビル１Ｆ

188 横浜市南区 あけぼの薬局　浦舟店 (R05.05まで) 神奈川県横浜市南区浦舟町１-１-２４　メディカル浦舟１０１

189 あけぼの薬局 (R05.05まで) 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷中町１５６　井土ヶ谷ビル１Ｆ

190 横浜市磯子区 磯子センター薬局 (R05.05まで) 神奈川県横浜市磯子区洋光台１-１５-７

191 汐見台薬局 (R05.05まで) 神奈川県横浜市磯子区汐見台１-６

192 森が丘薬局 (R05.05まで) 神奈川県横浜市磯子区森が丘１-１３-１２

193 横浜市金沢区 富岡薬局 (R05.05まで) 神奈川県横浜市金沢区富岡西２-１-９

194 ファーコス薬局　能見台 (R05.05まで) 神奈川県横浜市金沢区能見台通４-１３

195 文庫西口薬局 (R05.05まで) 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

196 クルーズ薬局　能見台店 (R05.04まで) 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

197 横浜市港北区 あけぼの薬局　大倉山店 (R05.05まで) 神奈川県横浜市港北区大曽根１-１６-５

198 ホーゲン薬局 (R05.05まで) 神奈川県横浜市港北区綱島東１-２-１３

199 薬樹薬局　大倉山 (R05.04まで) 神奈川県横浜市港北区大倉山３-８-２８

200 ウグイス薬局 (R05.05まで) 神奈川県横浜市港北区新羽町２０７９
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201 クルーズ薬局　新羽店 (R05.04まで) 神奈川県横浜市港北区新羽町１６８５-２

202 横浜市戸塚区 あけぼの薬局　原宿店 (R05.05まで) 神奈川県横浜市戸塚区原宿４-１８-１２　サンステ-ジ原宿Ａ棟１０１

203 あけぼの薬局　戸塚店 (R05.05まで) 神奈川県横浜市戸塚区平戸２-７-８

204 横浜市港南区 丸山台薬局 (R05.05まで) 神奈川県横浜市港南区丸山台２-１８-５

205 横浜市旭区 ファーコス薬局　四季 (R05.05まで) 神奈川県横浜市旭区川島町１７１６

206 横浜市泉区 薬樹薬局　いずみ中央 (R05.04まで) 神奈川県横浜市泉区上飯田町９４２-８

207 薬樹薬局　いずみ中央２号店 (R05.04まで) 神奈川県横浜市泉区上飯田町９３９-１　メゾンド-ル１Ｆ　１０１

208 横浜市青葉区 ひまわり調剤　横浜北部薬局 (R05.03まで) 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町１０５２-１　サニ-市ヶ尾３号室

209 横浜市都筑区 いづみ調剤薬局 (R05.05まで) 神奈川県横浜市都筑区荏田南５-７-９

210 なかじま薬局　貝の坂店 (R05.05まで) 神奈川県横浜市都筑区川和町１０４

211 川崎市川崎区 ひまわり調剤　川中島薬局 (R05.03まで) 神奈川県川崎市川崎区川中島１-１２-９

212 ひまわり調剤　しょうわ町薬局 (R05.03まで) 神奈川県川崎市川崎区昭和２-１２-１２

213 ファーコス薬局　川崎大島 (R05.05まで) 神奈川県川崎市川崎区大島５-１３-６

214 ファーコス薬局　しらさぎ (R05.05まで) 神奈川県川崎市川崎区中島１-１５-１２　ライフコム川崎１Ｆ

215 ファーコス薬局　たちばな (R05.05まで) 神奈川県川崎市川崎区中島３-６-９　フル-ルビル１Ｆ

216 東門前薬局 (R05.05まで) 神奈川県川崎市川崎区東門前１-１３-８

217 大島リーフ薬局 (R05.05まで) 神奈川県川崎市川崎区大島３-１５-１９　川崎ＭＭビル１Ｆ

218 なかじま薬局 (R05.05まで) 神奈川県川崎市川崎区中島３-９-１　ロ-ランドヒル１Ｆ

219 川崎市幸区 ひまわり調剤　平間薬局 (R05.03まで) 神奈川県川崎市幸区下平間３９

220 ひまわり調剤　さいわい薬局 (R05.03まで) 神奈川県川崎市幸区大宮町２-８　イクス川崎１Ｆ

221 ひまわり調剤　新川崎薬局 (R05.03まで) 神奈川県川崎市幸区鹿島田１-８-３３

222 川崎市高津区 ファーコス薬局　中央 (R05.05まで) 神奈川県川崎市高津区溝口１-１６-３

223 あおぞら薬局 (R05.05まで) 神奈川県川崎市高津区久末１８９３

224 川崎市宮前区 コスモス薬局 (R05.05まで) 神奈川県川崎市宮前区有馬５-１８-２２

225 有馬センター薬局 (R05.05まで) 神奈川県川崎市宮前区東有馬３-５-２８

226 ファーコス薬局　かしの木 (R05.05まで) 神奈川県川崎市宮前区有馬３-１３-５

227 薬樹薬局　土橋 (R05.04まで) 神奈川県川崎市宮前区土橋３-３-１　ドゥ-エ・アコルデＢ１Ｆ　０１号室

228 薬樹薬局　鷺沼 (R05.04まで) 神奈川県川崎市宮前区鷺沼３-２-６　鷺沼センタ-ビル１Ｆ

229 相模原市南区 やまぶき薬局　相模大野店 (R05.05まで) 神奈川県相模原市南区相模大野７-６-１３　アリスソナ-レ１Ｆ

230 横須賀市 長島薬局 (R05.05まで) 神奈川県横須賀市久里浜４-５-８

231 あずさ薬局 (R05.05まで) 神奈川県横須賀市根岸町２-３１-１３　ナヴィ-ル北久里浜１Ｆ

232 平塚市 江南薬局 (R05.05まで) 神奈川県平塚市岡崎４４１４-２

233 鎌倉市 材木座ファーマシー (R05.05まで) 神奈川県鎌倉市材木座１-６-３６

234 藤沢市 まなみ薬局 (R05.05まで) 神奈川県藤沢市片瀬３-１６-１６

235 あやみ薬局 (R05.05まで) 神奈川県藤沢市鵠沼石上３-３-３

236 海岸公園ファーマシー (R05.05まで) 神奈川県藤沢市片瀬４-１１-２９

237 あけぼの薬局　辻堂店 (R05.05まで) 神奈川県藤沢市辻堂５-２０-１６

238 茅ヶ崎市 稲垣ファーマシー (R05.05まで) 神奈川県茅ヶ崎市高田５-１-１５

239 なかじま薬局　茅ヶ崎店 (R05.05まで) 神奈川県茅ヶ崎市元町１７-４

240 厚木市 愛甲調剤薬局 (R05.03まで) 神奈川県厚木市愛甲１-８-８　富安ビル１Ｆ

241 ハニー薬局 (R05.05まで) 神奈川県厚木市妻田北３-１-１０

242 大和市 オダギリ薬局　鶴間店 (R05.05まで) 神奈川県大和市鶴間２-１１-３０

243 オダギリ薬局　ライラック店 (R05.05まで) 神奈川県大和市鶴間１-３１-１

244 つるまライラック薬局 (R05.05まで) 神奈川県大和市鶴間１-３-７

245 やまぶき薬局　高座渋谷店 (R05.05まで) 神奈川県大和市渋谷８-３-５

246 足柄上郡開成町 イエロー・グリーン薬局　かいせい店 (R05.05まで) 神奈川県足柄上郡開成町牛島２７６-１

247 新潟県 加茂市 ファーコス薬局　かもやま (R05.05まで) 新潟県加茂市高須町１-６-１４

248 岐阜県 岐阜市 エムハート薬局　みずほ店 (R05.05まで) 岐阜県岐阜市瑞穂町３３-５

249 エムハート薬局　芥見店 (R05.05まで) 岐阜県岐阜市芥見大般若１-７７-２

250 多治見市 エムハート薬局　多治見栄町店 (R05.05まで) 岐阜県多治見市栄町１-３７-２
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No. 県名 市区郡 名称 所在地

251 土岐市 エムハート薬局　土岐西本町店 (R05.05まで) 岐阜県土岐市泉町久尻字西本町１１-７

252 各務原市 エムハート薬局　蘇原店 (R05.05まで) 岐阜県各務原市蘇原東栄町２-１００-２

253 エムハート薬局　各務原店 (R05.05まで) 岐阜県各務原市蘇原持田町３-５３-１

254 羽島郡岐南町 クルーズ薬局　岐南店 (R05.04まで) 岐阜県羽島郡岐南町八剣北４-８８

255 不破郡垂井町 ファーコス薬局　ひばり (R05.05まで) 岐阜県不破郡垂井町２２１０-４５

256 静岡県 静岡市葵区 エムハート薬局　大岩店 (R05.05まで) 静岡県静岡市葵区大岩町４-１４

257 静岡市駿河区 エムハート薬局　見瀬店 (R05.05まで) 静岡県静岡市駿河区見瀬２１８

258 静岡市清水区 エムハート薬局　いりえおか店 (R05.05まで) 静岡県静岡市清水区入江岡町３-２

259 エムハート薬局　しみず東店 (R05.05まで) 静岡県静岡市清水区高橋南町９-１７

260 エムハート薬局　おしきり店 (R05.05まで) 静岡県静岡市清水区押切２００２-２

261 浜松市中区 エムハート薬局　たまち店 (R05.05まで) 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

262 エムハート薬局　てらじま店 (R05.05まで) 静岡県浜松市中区寺島町１６６-２

263 浜松市東区 エムハート薬局　せきし店 (R05.05まで) 静岡県浜松市東区積志町１６３０-３

264 浜松市北区 エムハート薬局　三方原店 (R05.05まで) 静岡県浜松市北区三方原町１２９３-３

265 富士宮市 エムハート薬局　三園平店 (R05.05まで) 静岡県富士宮市三園平４８８-２

266 島田市 エムハート薬局　六合店 (R05.05まで) 静岡県島田市道悦４-１１-１４

267 富士市 クロロ薬局 (R05.05まで) 静岡県富士市中野字西三ッ倉４２９-２５、２６、２７

268 エムハート薬局　浅間本町店 (R05.05まで) 静岡県富士市浅間本町３-２４

269 エムハート薬局　たかね店 (R05.05まで) 静岡県富士市高嶺町４-２２

270 焼津市 エムハート薬局　すみれ中央店 (R05.05まで) 静岡県焼津市石津港町４９-１１

271 エムハート薬局　こがわ店 (R05.05まで) 静岡県焼津市東小川８-６-３

272 エムハート薬局　たじり店 (R05.05まで) 静岡県焼津市田尻１５９６-１

273 掛川市 エムハート薬局　オオサカヤ店 (R05.05まで) 静岡県掛川市仁藤町１-９

274 エムハート薬局　長谷店 (R05.05まで) 静岡県掛川市長谷１-２８-１２

275 藤枝市 エムハート薬局　山東店 (R05.05まで) 静岡県藤枝市岡部町内谷１７４０-１

276 エムハート薬局　あおい店 (R05.05まで) 静岡県藤枝市藤岡２-１-４

277 エムハート薬局　れんげじ店 (R05.05まで) 静岡県藤枝市若王子３-５-１

278 エムハート薬局　たかす店 (R05.05まで) 静岡県藤枝市高洲６２-１４

279 エムハート薬局　ふじえだ北店 (R05.05まで) 静岡県藤枝市藤岡１-２２-１３

280 御殿場市 アリス薬局 (R05.05まで) 静岡県御殿場市東田中字原２０１７-４

281 裾野市 アリスいわた薬局 (R05.05まで) 静岡県裾野市深良４４４-１

282 アリス薬局 (R05.05まで) 静岡県裾野市佐野９２４-４

283 牧之原市 エムハート薬局　みのり店 (R05.05まで) 静岡県牧之原市静波４６６-１

284 愛知県 名古屋市千種区 エムハート薬局　自由ヶ丘店 (R05.05まで) 愛知県名古屋市千種区徳川山町５-１-２

285 名古屋市東区 マルミ薬局　大曽根店 (R05.05まで) 愛知県名古屋市東区東大曽根町２２-７

286 名古屋市北区 エムハート薬局　たばた店 (R05.05まで) 愛知県名古屋市北区田幡２-９-２５

287 名古屋市中村区 調剤薬局ａｍａｎｏ　メイチカ店 (R05.03まで) 愛知県名古屋市中村区名駅３-１４-１５先　名駅地下街

288 ファーコス薬局　きらら (R05.05まで) 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

289 エムハート薬局　名駅店 (R05.05まで) 愛知県名古屋市中村区椿町１-１６　井門名古屋ビル３Ｆ

290 エムハート薬局　大名古屋ビルヂング店 (R05.05まで) 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

291 名古屋市中区 調剤薬局ａｍａｎｏ　サカエチカ店 (R05.03まで) 愛知県名古屋市中区栄３-４-６先　サカエチカ

292 名古屋市瑞穂区 エムハート薬局　ひばりがおか店 (R05.05まで) 愛知県名古屋市瑞穂区弥富町字紅葉園６-１４

293 名古屋市港区 エムハート薬局　こうえい店 (R05.05まで) 愛知県名古屋市港区港栄４-３-５　１Ｆ

294 調剤薬局とまと　港店 (R05.05まで) 愛知県名古屋市港区多加良浦町５-１-１

295 名古屋市守山区 エムハート薬局　アクロス小幡店 (R05.05まで) 愛知県名古屋市守山区小幡南１-２４-１０　アクロス小幡２Ｆ

296 豊橋市 エムハート薬局　とよはし店 (R05.05まで) 愛知県豊橋市牟呂町西明治源助堀６-６

297 エムハート薬局　とよはし南店 (R05.05まで) 愛知県豊橋市佐藤３-１８-５

298 エムハート薬局　やまだ店 (R05.05まで) 愛知県豊橋市山田二番町７７-４

299 エムハート薬局　まつば店 (R05.05まで) 愛知県豊橋市松葉町３-１２

300 エムハート薬局　中橋良店 (R05.05まで) 愛知県豊橋市中橋良町６７-２
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301 岡崎市 ゆうあい薬局 (R05.05まで) 愛知県岡崎市北野町字二番訳８２-５

302 ゆうあい薬局　大西店 (R05.05まで) 愛知県岡崎市大西１-１７-１０

303 エムハート薬局　いだ店 (R05.05まで) 愛知県岡崎市井田町３-９１-４６

304 エムハート薬局　のばた店 (R05.05まで) 愛知県岡崎市野畑町字南郷中５２-２、５３

305 エムハート薬局　てんま通店 (R05.05まで) 愛知県岡崎市伝馬通４-３６

306 エムハート薬局　さくら店 (R05.05まで) 愛知県岡崎市六供町３-１１-１

307 エムハート薬局　上地店 (R05.05まで) 愛知県岡崎市上地２-１-３

308 一宮市 エムハート薬局　あざい店 (R05.05まで) 愛知県一宮市浅井町尾関同者１４０-２

309 エムハート薬局　定水寺店 (R05.05まで) 愛知県一宮市定水寺字小脇３２

310 瀬戸市 ファーコス薬局　陶原 (R05.05まで) 愛知県瀬戸市東権現町１-２

311 春日井市 クルーズ薬局　春日井店 (R05.04まで) 愛知県春日井市南下原町４-８-１８

312 豊川市 優しさ薬局　伊奈駅前店 (R05.05まで) 愛知県豊川市伊奈町南山新田３０５-１３

313 碧南市 あおい調剤薬局 (R05.05まで) 愛知県碧南市旭町４-５０

314 キトー薬局　向陽店 (R05.05まで) 愛知県碧南市向陽町１-８

315 薬局ニーニャファーマ (R05.05まで) 愛知県碧南市三宅町１-８４

316 刈谷市 キトー薬局　山池店 (R05.05まで) 愛知県刈谷市山池町３-１０６-２

317 キトー薬局　八幡店 (R05.05まで) 愛知県刈谷市八幡町７-４６

318 クローバー調剤薬局 (R05.03まで) 愛知県刈谷市住吉町２-１０-８

319 キョーワ薬局　刈谷駅前店 (R05.05まで) 愛知県刈谷市南桜町１-５８　レオン南桜町１０２

320 優しさ薬局　中町銀座店 (R05.05まで) 愛知県刈谷市銀座３-３４-１

321 豊田市 グッドライフファーマシー　水源公園店 (R05.05まで) 愛知県豊田市水源町６-４-１

322 豊田調剤薬局　西岡店 (R05.05まで) 愛知県豊田市西岡町唐池３４-１

323 三宅薬局　ながおか店 (R05.05まで) 愛知県豊田市中根町永丘１２-２

324 有限会社川合薬局 (R05.05まで) 愛知県豊田市永覚新町１-１２-１

325 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

326 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

327 スギヤマ薬局　美里店 愛知県豊田市広川町１０-５５-１

328 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

329 ヤナセ薬局　四郷店 愛知県豊田市四郷町森前１３７-１

330 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-ノスビル１Ｆ

331 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

332 ヤナセ東海調剤薬局　豊栄店 愛知県豊田市豊栄町１１-９０-１

333 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

334 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

335 しずか薬局　大清水店 (R05.05まで) 愛知県豊田市大清水町原山１０８-５

336 ぽぷり薬局　ふじおか店 愛知県豊田市西中山町牛田６３-３５

337 ハーブ調剤薬局　保見店 (R05.05まで) 愛知県豊田市保見町横山１２５-４

338 ヤナセ薬局　土橋店 愛知県豊田市曙町２-２９-３

339 ヤナセ薬局　丸山店 愛知県豊田市丸山町３-１９-２

340 豊田調剤薬局　明和店 (R05.05まで) 愛知県豊田市明和町２-３２-３５

341 豊田調剤薬局　みたち店 (R05.03まで) 愛知県豊田市御立町８-５３

342 ヤナセ薬局　田中店 愛知県豊田市田中町５-３８-２１

343 わかみや調剤薬局 (R05.05まで) 愛知県豊田市若宮町３-１２

344 ヤナセ薬局　保見店 愛知県豊田市東保見町大門６５-１

345 ライフ調剤薬局　山之手店 愛知県豊田市山之手５-１２３

346 ライフ調剤薬局　東山店 愛知県豊田市東山町２-２-１

347 エムハート薬局　こざかほんまち店 (R05.05まで) 愛知県豊田市小坂本町４-６-２　１Ｆ

348 安城市 コスモス薬局　住吉店 愛知県安城市住吉町５-１５-１

349 あおい薬局 愛知県安城市池浦町丸田３０２-７

350 ひめ調剤薬局 愛知県安城市姫小川町遠見塚１３３-２３
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351 さくらい薬局 愛知県安城市桜井町三度山９-１

352 西尾市 エムハート薬局　にしお店 (R05.05まで) 愛知県西尾市徳次町地蔵１-２

353 常滑市 コスモス薬局　多屋店 愛知県常滑市錦町３-３２

354 江南市 エムハート薬局　宮田店 (R05.05まで) 愛知県江南市後飛保町平野３７-１

355 小牧市 エムハート薬局　久保新町店 (R05.05まで) 愛知県小牧市久保新町１１

356 エムハート薬局　まない店 (R05.05まで) 愛知県小牧市大字北外山字神宮１５２１-３

357 大府市 サン・おおぶ薬局 (R05.05まで) 愛知県大府市江端町３-７５

358 知多市 エムハート薬局　おかだ店 (R05.05まで) 愛知県知多市岡田字向田５０-２

359 知立市 ファーコス薬局　知立南 (R05.05まで) 愛知県知立市南新地３-２-７

360 尾張旭市 クルーズ薬局　尾張旭店 (R05.04まで) 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

361 高浜市 キトー薬局　高浜店 (R05.05まで) 愛知県高浜市沢渡町４-５-２９

362 日進市 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-シャンプラザ１Ｆ

363 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

364 エムハート薬局　こめのき店 (R05.05まで) 愛知県日進市米野木台４-９１１

365 清須市 エムハート薬局　清洲店 (R05.05まで) 愛知県清須市清洲５０６-１

366 北名古屋市 エムハート薬局　鹿田店 (R05.05まで) 愛知県北名古屋市鹿田清水５８

367 みよし市 エムハート薬局　みよし店 (R05.05まで) 愛知県みよし市三好町小坂７５

368 エムハート薬局　そのはら店 (R05.05まで) 愛知県みよし市園原４-１-３

369 愛知郡東郷町 三聖堂薬局　東郷店 (R05.05まで) 愛知県愛知郡東郷町白鳥２-１６-４

370 エムハート薬局　はるき店 (R05.05まで) 愛知県愛知郡東郷町大字春木字新池１５-３

371 三重県 四日市市 ファーコス薬局　うつべ (R05.05まで) 三重県四日市市小古曽３-５-３２

372 松阪市 ファーコス薬局　大光 (R05.05まで) 三重県松阪市下村町５６４-４

373 エムハート薬局　いざわ店 (R05.05まで) 三重県松阪市射和町６２８-２

374 滋賀県 長浜市 ファーコス薬局　いずみ (R05.05まで) 滋賀県長浜市大戌亥町２８８-５

375 近江八幡市 エムハート薬局　みやうち店 (R05.05まで) 滋賀県近江八幡市宮内町１８８-７

376 草津市 プラス薬局 (R05.03まで) 滋賀県草津市若草５-１３-３

377 甲賀市 エムハート薬局　水口店 (R05.05まで) 滋賀県甲賀市水口町本町２-２-４０　１Ｆ

378 エムハート薬局　あやの店 (R05.05まで) 滋賀県甲賀市水口町綾野３-３１

379 エムハート薬局　北土山店 (R05.05まで) 滋賀県甲賀市土山町北土山１６７８

380 京都府 京都市上京区 エムハート薬局　千本通店 (R05.05まで) 京都府京都市上京区千本通蘆山寺上る閻魔前町２４

381 京都市中京区 きららみらい薬局　御所南店 (R05.05まで)
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

382 京都市南区 ファーコス薬局　みなみ (R05.05まで) 京都府京都市南区西九条島町４０

383 京都市右京区 ファーコス薬局　たるみやま (R05.05まで) 京都府京都市右京区太秦垂箕山町１-２

384 宇治市 エムハート薬局　寺山店 (R05.05まで) 京都府宇治市広野町寺山１０５-４

385 亀岡市 ファーコス薬局　はたご (R05.05まで) 京都府亀岡市古世町３-２３-１

386 長岡京市 エムハート薬局　馬場店 (R05.05まで) 京都府長岡京市馬場見場走り１７-５

387 大阪府 大阪市福島区 ファーコス薬局　ふくしま (R05.05まで) 大阪府大阪市福島区福島２-４-１　アネックスビル

388 大阪市旭区 きららみらい薬局　千林店 (R05.05まで) 大阪府大阪市旭区清水１-１９-１９

389 大阪市城東区 きららみらい薬局　緑橋店 (R05.05まで) 大阪府大阪市城東区東中浜３-３-１７

390 大阪市淀川区 きららみらい薬局　十三店 (R05.05まで) 大阪府大阪市淀川区木川西３-３-１９　１Ｆ

391 大阪市住之江区 サクラ薬局 (R05.05まで) 大阪府大阪市住之江区東加賀屋２-１２-１７

392 サクラ薬局　中加賀屋公園前店 (R05.05まで) 大阪府大阪市住之江区中加賀屋２-１-２３

393 大阪市中央区 ファーコス薬局　ファースト (R05.05まで) 大阪府大阪市中央区今橋３-２-１７　緒方ビル１Ｆ

394 高槻市 きららみらい薬局　富田店 (R05.05まで) 大阪府高槻市富田町１-１１-７　ハイム岡１０１号

395 きららみらい薬局　阪急富田店 (R05.05まで) 大阪府高槻市富田町３-４-１０

396 枚方市 きららみらい薬局　船橋店 (R05.05まで) 大阪府枚方市船橋本町２-５２

397 きららみらい薬局　枚方公園店 (R05.05まで) 大阪府枚方市枚方元町７-１６　ハヤロク公園ビル１Ｆ

398 きららみらい薬局　なかぶり店 (R05.05まで) 大阪府枚方市走谷２-３１-１

399 きららみらい薬局　香里園店 (R05.05まで) 大阪府枚方市香里園町９-２５　メディカルモ-ル香里園１０１号室

400 きららみらい薬局　なぎさ店 (R05.05まで) 大阪府枚方市渚南町２６-２８　ユニライフ御殿山１０３号
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401 きららみらい薬局　渚南店 (R05.05まで) 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

402 きららみらい薬局　京阪枚方市駅店 (R05.05まで) 大阪府枚方市岡東町１９-１９　京阪百貨店枚方店Ｃ棟内

403 きららみらい薬局　香里ケ丘店 (R05.05まで) 大阪府枚方市香里ヶ丘４-２-３　香里が丘ＣＯＲｉＯ

404 茨木市 きららみらい薬局　中穂積店 (R05.05まで) 大阪府茨木市中穂積３-１-２５

405 寝屋川市 きららみらい薬局　緑町店 (R05.05まで) 大阪府寝屋川市緑町４３-１５

406 きららみらい薬局　楠根店 (R05.05まで) 大阪府寝屋川市楠根南町２８-１２　フミハイツ１Ｆ

407 きららみらい薬局　早子店 (R05.05まで) 大阪府寝屋川市木田町４-４５

408 きららみらい薬局　昭栄店 (R05.05まで) 大阪府寝屋川市昭栄町１１-２８

409 きららみらい薬局　東寝屋川店 (R05.05まで) 大阪府寝屋川市打上元町１６-１

410 きららみらい薬局　大利店 (R05.05まで) 大阪府寝屋川市東大利町１１-１３

411 河内長野市 くるみ薬局 大阪府河内長野市喜多町１９３-２

412 大東市 エムハート薬局　大東店 (R05.05まで) 大阪府大東市新田東本町１-２６

413 門真市 きららみらい薬局　エル大和田店 (R05.05まで) 大阪府門真市宮野町１-４

414 藤井寺市 くるみ薬局　野中店 大阪府藤井寺市野中２-１２３-１

415 東大阪市 エムハート薬局　はなぞの店 (R05.05まで) 大阪府東大阪市吉田１-１-２８　パザパはなぞの１Ｆ　１１１号

416 エムハート薬局　おおはす店 (R05.05まで) 大阪府東大阪市大蓮北３-１７-２４

417 四條畷市 エムハート薬局　田原台店 (R05.05まで) 大阪府四條畷市田原台４-４-１０

418 交野市 エムハート薬局　おりひめ店 (R05.05まで) 大阪府交野市私部８-３-５　東明ビル１Ｆ

419 兵庫県 尼崎市 にしいち調剤薬局　ＪＲ尼崎駅北店 (R05.05まで) 兵庫県尼崎市潮江１-３-４３

420 にしいち調剤薬局　昭和通店 (R05.05まで) 兵庫県尼崎市昭和通５-１６４

421 にしいち調剤薬局　若王寺店 (R05.05まで) 兵庫県尼崎市若王寺１-２-２

422 ニシイチ薬局　アミング潮江店 (R05.05まで) 兵庫県尼崎市潮江１-２１-１

423 ニシイチ薬局 (R05.05まで) 兵庫県尼崎市尾浜町２-２１-４０

424 にしいち薬局　武庫之荘駅南口店 (R05.05まで) 兵庫県尼崎市南武庫之荘１-１９-１　有恒ビル１Ｆ

425 エムハート薬局　むこのそう店 (R05.05まで) 兵庫県尼崎市武庫之荘２-３０-１２　ＣＯＮＩＦＥＲ　１０１号室

426 西宮市 ニシイチ薬局　健康館上ヶ原店 (R05.05まで) 兵庫県西宮市上ケ原四番町３-１６

427 にしいち調剤薬局　門前店 (R05.05まで) 兵庫県西宮市門前町３-２

428 ニシイチ薬局　甲東園店 (R05.05まで) 兵庫県西宮市上大市３-５-３　エルドラド甲東園１Ｆ

429 宝塚市 にしいち調剤薬局　宝塚店 (R05.05まで) 兵庫県宝塚市野上１-１-７

430 ニシイチ薬局　健康館山本駅前店 (R05.05まで) 兵庫県宝塚市山本東３-５-２０

431 ニシイチ薬局　健康館小林駅前店 (R05.05まで) 兵庫県宝塚市小林２-９-１８

432 奈良県 橿原市 エムハート薬局　くずもと店 (R05.05まで) 奈良県橿原市葛本町７０７-９

433 和歌山県 和歌山市 エムハート薬局　くるみ店 (R05.05まで) 和歌山県和歌山市園部５９６-１６

434 広島県 広島市中区 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

435 クルーズ薬局　吉島店 (R05.04まで) 広島県広島市中区吉島西１-２４-３０

436 広島市東区 康仁薬局　牛田店 (R05.04まで) 広島県広島市東区牛田中２-２-１

437 康仁薬局　グランアーク店 (R05.04まで) 広島県広島市東区若草町１１-２　グランア-クテラス３Ｆ

438 康仁薬局　矢賀店 (R05.04まで) 広島県広島市東区矢賀２-８-１７

439 康仁薬局　ほおずき通り店 (R05.04まで) 広島県広島市東区牛田本町２-１-２　２０５Ｂ

440 広島市南区 クルーズ薬局　段原店 (R05.04まで) 広島県広島市南区段原日出１-１５-２１

441 康仁薬局　宇品神田店 (R05.04まで) 広島県広島市南区宇品神田１-２-１６　２０２号

442 康仁薬局　段原店 (R05.04まで) 広島県広島市南区段原南１-３-５３

443 康仁薬局　猿猴橋店 (R05.04まで) 広島県広島市南区猿猴橋町６-３４-１

444 広島市西区 さんくす薬局　井口店 (R05.04まで) 広島県広島市西区井口台２-２３-３２

445 さんくす薬局　庚午南店 (R05.04まで) 広島県広島市西区庚午南２-３７-３１

446 康仁薬局　庚午店 (R05.04まで) 広島県広島市西区庚午北２-１７-１０

447 康仁薬局　井口店 (R05.04まで) 広島県広島市西区井口４-７-１８-７

448 広島市安佐南区 くるみ薬局　沼田店 (R05.04まで) 広島県広島市安佐南区伴東７-５９-１

449 さんくす薬局　沼田店 (R05.04まで) 広島県広島市安佐南区伴東７-５８-３

450 さんくす薬局　東原店 (R05.04まで) 広島県広島市安佐南区東原１-１-２　シ-ブリ-ズ東原７番館
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451 クルーズ薬局　祇園店 (R05.04まで) 広島県広島市安佐南区祇園５-２-４５-１０１

452 クルーズ薬局　西風新都店 (R05.04まで) 広島県広島市安佐南区伴南１-５-１８-８　１０１

453 クルーズ薬局　緑井店 (R05.04まで) 広島県広島市安佐南区緑井５-２９-１８-１０１

454 康仁薬局　大町店 (R05.04まで) 広島県広島市安佐南区大町東１-８-２５

455 広島市安芸区 康仁薬局　矢野店 (R05.04まで) 広島県広島市安芸区矢野西４-１-２１

456 くるみ薬局　矢野店 (R05.04まで) 広島県広島市安芸区矢野西４-１０-１８

457 広島市佐伯区 さんくす薬局　五日市中央店 (R05.04まで) 広島県広島市佐伯区五日市中央５-１１-２１

458 康仁薬局　楽々園店 (R05.04まで) 広島県広島市佐伯区楽-園５-９-５　１Ｆ

459 康仁薬局　八幡東店 (R05.04まで) 広島県広島市佐伯区八幡東３-２８-１７

460 呉市 康仁薬局　仁方店 (R05.04まで) 広島県呉市仁方西神町６

461 康仁薬局　広本町店 (R05.04まで) 広島県呉市広本町３-１２-１１

462 さんくす薬局　呉店 (R05.04まで) 広島県呉市中央２-６-１０

463 康仁薬局　新広店 (R05.04まで) 広島県呉市広古新開７-２４-３　広サンフラワ-ビル１Ｆ

464 康仁薬局　呉本町店 (R05.04まで) 広島県呉市本通４-１０-５

465 康仁薬局　呉中央店 (R05.04まで) 広島県呉市中央１-３-１-１０１

466 くるみ薬局　焼山店 (R05.04まで) 広島県呉市焼山中央２-１-２１

467 康仁薬局　広二級橋店 (R05.04まで) 広島県呉市広古新開１-１-３２

468 康仁薬局　神山店 (R05.04まで) 広島県呉市神山３-３-５

469 康仁薬局　宝町店 (R05.04まで) 広島県呉市宝町２-２３-１

470 三原市 クルーズ薬局　頼兼店 (R05.04まで) 広島県三原市頼兼１-１-４

471 尾道市 クルーズ薬局　天満町店 (R05.04まで) 広島県尾道市天満町１６-１４-７

472 福山市 クルーズ薬局　多治米店 (R05.04まで) 広島県福山市多治米町５-２３-２９

473 東広島市 ファーコス薬局　かがみやま (R05.05まで) 広島県東広島市西条町大字御薗宇２４２０-２

474 さんくす薬局 (R05.04まで) 広島県東広島市西条町大字御薗宇４２８４-１

475 さんくす薬局　高屋店 (R05.04まで) 広島県東広島市高屋町杵原１８２６-１

476 さんくす薬局　寺家駅店 (R05.04まで) 広島県東広島市寺家駅前１４-１７

477 さんくす薬局　田口店 (R05.04まで) 広島県東広島市西条町田口２７２１-２

478 康仁薬局 (R05.04まで) 広島県東広島市黒瀬町楢原６４６-４

479 くるみ薬局　黒瀬店 (R05.04まで) 広島県東広島市黒瀬町兼広１３９-１

480 廿日市市 康仁薬局　宮内串戸店 (R05.04まで) 広島県廿日市市串戸４-１４-１４

481 康仁薬局　廿日市中央店 (R05.04まで) 広島県廿日市市下平良１-３-３６

482 安芸郡府中町 康仁薬局　府中店 (R05.04まで) 広島県安芸郡府中町本町５-５-１

483 安芸郡海田町 くるみ薬局　海田店 (R05.04まで) 広島県安芸郡海田町窪町１-２３　ＪＲ海田市駅ＮＫビル

484 康仁薬局　海田店 (R05.04まで) 広島県安芸郡海田町窪町２-１４

485 クルーズ薬局 (R05.04まで) 広島県安芸郡海田町西浜４-２２-２

486 安芸郡熊野町 康仁薬局　熊野店 (R05.04まで) 広島県安芸郡熊野町出来庭３-３-２４

487 福岡県 福岡市南区 さんくす薬局　五十川店 (R05.04まで) 福岡県福岡市南区五十川２-２６-３

488 さんくす薬局　横手店 (R05.04まで) 福岡県福岡市南区横手３-３２-２０

489 福岡市西区 さんくす薬局　今宿東店 (R05.04まで) 福岡県福岡市西区今宿東２-２３-１４

490 春日市 さんくす薬局　須玖南店 (R05.04まで) 福岡県春日市須玖南３-８７

491 福津市 さんくす薬局　福間店 (R05.04まで) 福岡県福津市日蒔野３-１-１０９

492 熊本県 熊本市中央区 ファーコス薬局　本荘いちご (R05.05まで) 熊本県熊本市中央区本荘町６４５

493 ファーコス薬局　あおぞら (R05.05まで) 熊本県熊本市中央区大江１-３１-１７　天翔ビル

※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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