
届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日    1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1014,059,3 本郷堂薬局 〒321-0963 （調基１）第563号         平成28年 4月 1日
     宇薬59 宇都宮市南大通り１－４－２２ （在薬）第25号            平成 7年 1月11日
     028-634-7726  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2014,086,6 オガワ薬局 〒320-0056 （調基１）第564号         平成28年 4月 1日
     宇薬86 宇都宮市戸祭２－２－３ （在薬）第294号           平成14年 4月 1日
     028-622-9468  (028-622-9468)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3014,115,3 薬局緑水ファーマシー〒321-0134
     宇薬115 宇都宮市高砂町２０－１０
     028-653-5283  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4014,139,3 ヤナシマ薬局 〒321-0152 （調基１）第378号         平成28年 4月 1日
     宇薬139 宇都宮市西川田３－１１－１０
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5014,151,8 イバ薬局２号店 〒321-0982 （調基１）第249号         平成28年 4月 1日
     宇薬151 宇都宮市御幸ケ原町１８４－２ （在薬）第45号            平成 7年10月30日
     028-662-1239  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6014,166,6 ミズイ薬局清住店 〒320-0037 （調基１）第35号          平成28年 4月 1日
     宇薬166 宇都宮市清住１－３－４１
     028-622-2933  (028-622-2933)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7014,168,2 荒川薬局 〒321-0912 （調基１）第37号          平成28年 4月 1日
     宇薬168 宇都宮市石井町２５０２
     028-661-7771  (028-661-7771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8014,178,1 天明堂薬局 〒320-0038 （調基１）第387号         平成28年 4月 1日
     宇薬178 宇都宮市星が丘２－９－２５
     028-622-5975  (028-622-5975)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9014,184,9 さくらんぼ薬局 〒321-0954 （調基１）第179号         平成28年 4月 1日
     宇薬184 宇都宮市元今泉６－６－４アミュ （在調）第29号            平成24年 5月 1日
     ーズＮＡＫＡＨＡＲＡ　Ａ棟１０ （在薬）第512号           平成19年 2月 1日
     ３号室
     028-613-0701  (028-613-0712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10014,187,2 シルキー薬局 〒321-0403 （調基１）第219号         平成28年 4月 1日
     宇薬14187 宇都宮市下小倉町２２１９番７ （後発調１）第703号       平成28年 4月 1日
     028-688-0531  (028-688-0532) （在薬）第821号           平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11014,189,8 わかば薬局宇都宮店 〒320-0834 （調基３）第148号         平成28年 4月 1日
     宇薬14189 宇都宮市陽南３丁目１２番３８号 （後発調２）第499号       平成28年 5月 1日
     028-684-2838  (028-684-2839) （か薬）第554号           平成30年 3月 1日
     （在薬）第825号           平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日    2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   12014,191,4 宇都宮中央薬局 〒321-0112 （調基３）第72号          平成28年 4月 1日
     宇薬14191 宇都宮市屋板町字赤沢５６２番６ （在薬）第851号           平成26年 4月 1日
     028-688-7120  (028-688-7150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13014,192,2 とちのき薬局下栗店 〒321-0923 （調基１）第262号         平成28年 4月 1日
     宇薬14192 宇都宮市下栗町２９３５番地３ （後発調１）第722号       平成28年 6月 1日
     028-688-7151  (028-688-7152) （在薬）第838号           平成26年 3月24日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14014,193,0 カワチ薬局大曽店 〒320-0014 （調基１）第16号          平成28年 4月 1日
     宇薬14193 宇都宮市大曽３丁目４番５号
     028-650-5333  (028-650-5334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15014,194,8 カワチ薬局三の沢店 〒320-0851 （調基１）第380号         平成28年 4月 1日
     宇薬14194 宇都宮市鶴田町１７４４番地２９ （後発調１）第973号       平成30年 3月 1日
     028-649-0750  (028-649-0751)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16014,195,5 ピノキオファーマシー〒320-8560 （調基３）第27号          平成28年 4月 1日
     宇薬14195 ズ東武宇都宮店 宇都宮市宮園町５番４号東武百貨 （か薬）第397号           平成28年 8月 1日
     店３Ｆ （在薬）第845号           平成26年 4月 1日
     028-688-7751  (028-688-7752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17014,196,3 エルム薬局 〒320-0851 （調基１）第131号         平成28年 4月 1日
     宇薬14196 宇都宮市鶴田町２７１番地４ （後発調１）第790号       平成28年 8月 1日
     028-678-2500  (028-678-2500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18014,197,1 中央薬局今泉店 〒321-0966 （調基１）第52号          平成28年 4月 1日
     宇薬14197 宇都宮市今泉３丁目１０番１０号 （薬菌）第49号            平成28年12月 1日
     028-627-0777  (028-627-0776) （か薬）第446号           平成29年 3月 1日
     （在薬）第853号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19014,198,9 中央薬局兵庫塚北店 〒321-0138 （調基１）第94号          平成28年 4月 1日
     宇薬14198 宇都宮市兵庫塚３丁目３９番２号 （後発調２）第635号       平成29年 3月 1日
     028-688-3330  (028-688-3331) （薬菌）第48号            平成28年12月 1日
     （か薬）第489号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第852号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20014,199,7 有限会社富士ファーマ〒321-0954 （調基１）第482号         平成28年 4月 1日
     宇薬14199 シーみつば薬局 宇都宮市元今泉２丁目２０番１０ （か薬）第327号           平成28年 5月 1日
     号エクセレンス今泉１０６
     028-680-6300  (028-680-6333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21014,200,3 みねまち薬局 〒321-0944 （調基１）第106号         平成28年 4月 1日
     宇薬14200 宇都宮市東峰町３０４０番地２０ （後発調１）第567号       平成28年 4月 1日
     028-616-3471  (028-616-3472) （か薬）第94号            平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日    3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   22014,201,1 ハート薬局 〒320-0852 （調基１）第431号         平成28年 4月 1日
     宇薬14201 宇都宮市下砥上町４００番地３ （後発調２）第655号       平成29年 5月 1日
     028-612-8810  (028-612-8815) （か薬）第115号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23014,202,9 うさぎ薬局 〒321-0903 （調基１）第110号         平成28年 4月 1日
     宇薬14202 宇都宮市下平出町６１４番７ （調）第132号             平成29年 6月 1日
     028-689-8845  (028-689-8846) （後発調２）第627号       平成29年 2月 1日
     （か薬）第475号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第877号           平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24014,203,7 とちぎ薬局宝木南店 〒320-0061 （調基３）第127号         平成28年 4月 1日
     宇薬14203 宇都宮市宝木町１丁目２５８８番 （後発調２）第741号       平成30年 1月 1日
     地６９ （在薬）第878号           平成26年10月 1日
     028-689-9115  (028-689-9116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25014,204,5 さつき薬局 〒321-0981 （調基１）第176号         平成28年 4月 1日
     宇薬14204 宇都宮市上野町７００１番地１４ （後発調１）第705号       平成28年 4月 1日
     028-666-8397  (028-666-8398) （在薬）第902号           平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26014,205,2 セサミ薬局大通り店 〒320-0811 （調基１）第291号         平成28年 4月 1日
     宇薬14205 宇都宮市大通り４丁目３番８号 （後発調１）第971号       平成30年 2月 1日
     028-612-2251  (028-612-2252) （か薬）第540号           平成30年 1月 1日
     （在薬）第906号           平成27年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27014,206,0 セサミ薬局山本店 〒320-0012 （調基３）第138号         平成28年 4月 1日
     宇薬14206 宇都宮市山本３丁目９番７号 （後発調２）第712号       平成29年11月 1日
     028-600-4003  (028-600-3631) （在薬）第909号           平成27年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28014,207,8 セサミ薬局馬場通り店〒320-0026 （調基３）第141号         平成28年 4月 1日
     宇薬14207 宇都宮市馬場通り１丁目１番６号 （か薬）第498号           平成29年 8月 1日
     鱒淵ビル１Ｆ （在薬）第907号           平成27年 2月 1日
     028-616-1715  (028-616-1716)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29014,208,6 セサミ薬局泉町店 〒320-0034 （調基３）第142号         平成28年 4月 1日
     宇薬14208 宇都宮市泉町１番２６号 （後発調１）第833号       平成28年10月 1日
     028-627-1428  (028-627-1461) （在薬）第908号           平成27年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30014,209,4 にじいろ薬局 〒320-0857 （調基１）第514号         平成28年 4月 1日
     宇薬14209 宇都宮市鶴田２丁目３８番３６号 （か薬）第84号            平成28年 4月 1日
     028-612-3611  (028-612-3656) （在薬）第969号           平成28年 6月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31014,210,2 カケル薬局 〒320-0826 （調基１）第587号         平成28年 4月 1日
     宇薬14210 宇都宮市西原町５５８番地２０ （調）第33号              平成28年 4月 1日
     028-680-5511  (028-680-5527) （後発調２）第397号       平成28年 4月 1日
     （在調）第96号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第121号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第915号           平成27年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考
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全医療機関出力
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   32014,211,0 アクア薬局 〒320-0867 （調基１）第453号         平成28年 4月 1日
     宇薬14211 宇都宮市大寛１丁目１番６号１階
     028-688-0953  (028-688-0954)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33014,212,8 とちの木薬局清原台店〒321-3223 （調基１）第451号         平成28年 4月 1日
     宇薬14212 宇都宮市清原台３丁目３番７号 （後発調２）第485号       平成28年 4月 1日
     028-615-7626  (028-615-7636) （か薬）第390号           平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34014,213,6 とちぎ薬局岩曽店 〒321-0973 （調基３）第128号         平成28年 4月 1日
     宇薬14213 宇都宮市岩曽町１８番地１６ （後発調１）第663号       平成28年 4月 1日
     028-688-7216  (028-688-7218) （在薬）第921号           平成27年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35014,214,4 ハート薬局陽東店 〒321-0904 （調基１）第430号         平成28年 4月 1日
     宇薬14214 宇都宮市陽東７丁目２－４ （後発調１）第932号       平成29年 9月 1日
     028-613-5515  (028-613-5516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36014,215,1 調剤薬局ツルハドラッ〒320-0071 （調基１）第383号         平成28年 4月 1日
     宇薬14215 グ宇都宮野沢店 宇都宮市野沢町５３－１ （後発調２）第381号       平成28年 4月 1日
     028-666-3811  (028-666-3811) （在薬）第943号           平成27年12月 3日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37014,216,9 とちぎ薬局岡本店 〒329-1105 （調基１）第651号         平成29年 4月 1日
     宇薬14216 宇都宮市中岡本町２８２３番地４ （在薬）第929号           平成27年10月 1日
     ３
     028-680-6785  (028-680-6795)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38014,217,7 カワチ薬局泉が丘店 〒321-0952 （調基１）第139号         平成28年 4月 1日
     宇薬14217 宇都宮市泉が丘６－１－４５ （後発調１）第894号       平成29年 5月 1日
     028-613-0020  (028-613-0030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39014,218,5 ピノキオファーマシー〒320-0043 （調基３）第26号          平成28年 4月 1日
     宇薬14218 ズ桜店 宇都宮市桜２丁目５番４０号 （後発調２）第743号       平成30年 1月 1日
     028-612-2782  (028-612-2783) （か薬）第396号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第942号           平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40014,219,3 アイン薬局河内店 〒329-1105 （調基１）第647号         平成29年 4月 1日
     宇薬14219 宇都宮市中岡本町４６６－４ （調）第148号             平成29年10月 1日
     028-671-1260  (028-671-1261) （後発調２）第575号       平成28年10月 1日
     （在調）第80号            平成27年11月 1日
     （か薬）第377号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第938号           平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41014,220,1 アイン薬局岡本店 〒329-1105 （調基３）第8号           平成28年 4月 1日
     宇薬14220 宇都宮市中岡本町３７１０－８０ （後発調２）第511号       平成28年 5月 1日
     028-671-2552  (028-671-1136) （在調）第81号            平成27年11月 1日
     （か薬）第488号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第939号           平成27年11月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日    5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   42014,221,9 みどり調剤薬局 〒321-0982 （調基１）第653号         平成29年 4月 1日
     宇薬14221 宇都宮市御幸ケ原町７５－３ （調）第123号             平成29年 4月 1日
     028-664-1421  (028-664-1012) （在調）第150号           平成29年 9月 1日
     （か薬）第409号           平成28年10月 1日
     （在薬）第962号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43014,222,7 プライム薬局すずめの〒321-0132 （調基１）第601号         平成28年 5月 1日
     宇薬14222 宮店 宇都宮市雀の宮６丁目５番５号 （後発調２）第593号       平成28年11月 1日
     028-611-3155  (028-611-3138) （在薬）第964号           平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44014,223,5 たんぽぽ薬局今泉店 〒321-0966 （調基１）第607号         平成28年 5月 1日
     宇薬14223 宇都宮市今泉４丁目１６番２１号 （後発調２）第728号       平成29年12月 1日
     028-622-0900  (028-622-0900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45014,224,3 みどり薬局 〒321-0917 （調基１）第608号         平成28年 6月 1日
     宇薬14224 宇都宮市西刑部町字桑島台２４４ （後発調１）第813号       平成28年 9月 1日
     ８番地４
     028-689-8841  (028-689-8842)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46014,225,0 とちのき薬局竹林南店〒321-0974 （調基１）第616号         平成28年 9月 1日
     宇薬14225 宇都宮市竹林町９８０－１ （在薬）第979号           平成28年 9月 1日
     028-689-8500  (028-689-8509)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47014,226,8 エール薬局 〒329-1105 （調基１）第621号         平成28年11月 1日
     宇薬14226 宇都宮市中岡本町３４１０番１２ （後発調２）第620号       平成29年 2月 1日
     028-680-4811  (028-680-4812) （か薬）第510号           平成29年10月 1日
     （在薬）第985号           平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48014,227,6 調剤薬局ツルハドラッ〒321-0932 （調基１）第620号         平成28年11月 1日
     宇薬14227 グ宇都宮平松本町店 宇都宮市平松本町１１３９番１ （後発調１）第938号       平成29年10月 1日
     028-614-5268  (028-614-5268) （在薬）第984号           平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49014,228,4 ウエルシア薬局宇都宮〒320-0031 （調基１）第624号         平成28年12月 1日
     宇薬14228 戸祭元町店 宇都宮市戸祭元町１０番３１号 （後発調１）第895号       平成29年 6月 1日
     028-650-0542  (028-650-0543) （在薬）第989号           平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50014,229,2 フクシ宇都宮薬局 〒321-0964 （調基１）第632号         平成29年 1月 1日
     宇薬14229 宇都宮市駅前通り１丁目１番９号 （後発調１）第913号       平成29年 8月 1日
     駅前通り第一ビル１Ｆ （か薬）第445号           平成29年 1月 1日
     028-616-3335  (028-616-3336) （在薬）第999号           平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51014,230,0 アルファーム薬局鶴田〒320-0851 （調基１）第654号         平成29年 4月 1日
     宇薬14230 店 宇都宮市鶴田町３０５８番地１４ （後発調２）第681号       平成29年 7月 1日
     028-615-7840  (028-615-7841) （か薬）第524号           平成29年11月 1日
     （在薬）第1002号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁
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全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日    6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   52014,231,8 中央薬局菊水店 〒320-0844 （調基１）第660号         平成29年 4月 1日
     宇薬14231 宇都宮市菊水町１３番地８ （か薬）第455号           平成29年 4月 1日
     028-634-6667  (028-634-6668) （在薬）第1008号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53014,232,6 メープル薬局下栗店 〒321-0923 （調基１）第661号         平成29年 5月 1日
     宇薬14232 宇都宮市下栗町２２８１番地７ （後発調２）第692号       平成29年 8月 1日
     028-612-7287  (028-612-7288) （在薬）第1009号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54014,233,4 リリー薬局 〒321-0168 （調基１）第665号         平成29年 5月 1日
     宇薬14233 宇都宮市東原町１０番６号 （後発調２）第691号       平成29年 8月 1日
     028-684-2870  (028-684-2877) （か薬）第534号           平成29年12月 1日
     （在薬）第1046号          平成29年11月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55014,234,2 ピノキオ薬局上戸祭店〒320-0051 （調基３）第193号         平成29年11月 1日
     宇薬14234 宇都宮市上戸祭町６６９番地３ （後発調２）第699号       平成29年 9月 1日
     028-615-7508  (028-615-7509) （か薬）第545号           平成30年 1月 1日
     （在薬）第1016号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56014,235,9 ＳＦＣ薬局越戸店 〒321-0951 （調基３）第186号         平成29年 7月 1日
     宇薬14235 宇都宮市越戸３丁目１５番２５号 （後発調２）第774号       平成30年 3月 1日
     028-683-2311  (028-663-2345) （か薬）第497号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第1025号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57014,236,7 カワチ薬局針ヶ谷店 〒321-0147 （調基１）第677号         平成29年 9月 1日
     宇薬14236 宇都宮市針ヶ谷町４７２番地７ （後発調１）第958号       平成29年12月 1日
     028-688-1710  (028-688-1711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58014,237,5 フレンド薬局風ノ宮 〒321-0967 （調基１）第678号         平成29年 9月 1日
     宇薬14237 宇都宮市錦１丁目５６５番地６ （後発調２）第731号       平成29年12月 1日
     028-666-8082  (028-666-8535) （在薬）第1033号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59014,238,3 ピノキオ薬局今泉店 〒321-0968 （調基１）第686号         平成29年10月 1日
     宇薬14238 宇都宮市中今泉５丁目２９番１３ （後発調１）第965号       平成30年 1月 1日
     号 （在薬）第1040号          平成29年10月 1日
     028-678-2818  (028-678-2819)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60014,239,1 薬局たんぽぽ 〒321-0954 （調基１）第692号         平成30年 1月 1日
     宇薬14239 宇都宮市元今泉７丁目１９番１号 （在薬）第1048号          平成30年 1月 1日
     クリニックステーションビル１階
     028-613-3066  (028-613-3067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61014,240,9 薬局たんぽぽ宇都宮西〒320-0867 （調基１）第693号         平成30年 1月 1日
     宇薬14240 店 宇都宮市大寛２丁目５番６号 （在薬）第1049号          平成30年 1月 1日
     028-634-0430  (028-634-0430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日    7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   62014,241,7 いちょう薬局 〒321-0962 （調基１）第694号         平成30年 1月 1日
     宇薬14241 宇都宮市今泉町４００番地８ （在薬）第1050号          平成30年 1月10日
     028-680-4475  (028-680-4475)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63015,002,2 有限会社鳥居薬局 〒320-0811 （調基１）第490号         平成28年 4月 1日
     宇薬1002 宇都宮市大通り１－４－１９
     028-622-3878  (028-622-3941)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64015,015,4 有限会社栗原資生堂薬〒320-0026
     宇薬1015 局 宇都宮市馬場通り３－２－２
     028-634-5684  (028-632-7097)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65015,021,2 有限会社山田薬局 〒321-0966 （調基１）第88号          平成28年 4月 1日
     宇薬1021 宇都宮市今泉４－１２－１０ （後発調１）第782号       平成28年 7月 1日
     028-621-0567  (028-621-0567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66015,025,3 有限会社戸村薬局 〒320-0043 （調基１）第552号         平成28年 4月 1日
     宇薬1025 宇都宮市桜３－４－１２ （後発調２）第445号       平成28年 4月 1日
     028-634-9939  (028-634-9970) （在薬）第106号           平成 9年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67015,032,9 第一薬局 〒320-0802 （調基１）第588号         平成28年 4月 1日
     宇薬1032 宇都宮市江野町７－７
     028-633-5539  (028-633-5539)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68015,033,7 有限会社渡辺薬局 〒320-0802 （調基１）第34号          平成28年 4月 1日
     宇薬1033 宇都宮市江野町６－１０
     028-634-4003  (028-638-4003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69015,043,6 有限会社スズメ薬局 〒321-0144 （調基１）第96号          平成28年 4月 1日
     宇薬1043 宇都宮市末広１－２－２３ （在薬）第114号           平成10年 4月 1日
     028-653-0072  (028-655-4012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70015,054,3 有限会社西海薬局 〒321-0163 （調基１）第532号         平成28年 4月 1日
     宇薬1054 宇都宮市宮本町１８－１０ （後発調２）第421号       平成28年 4月 1日
     028-658-1753  (028-658-1931) （か薬）第201号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第371号           平成15年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71015,058,4 有限会社渡辺キヨ薬局〒321-0164 （調基１）第497号         平成28年 4月 1日
     宇薬1058 宇都宮市双葉３－８－４ （後発調１）第610号       平成28年 4月 1日
     028-658-0151  (028-658-0436) （在薬）第46号            平成 7年11月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72015,093,1 有限会社菱沼薬局 〒320-0803 （調基１）第316号         平成28年 4月 1日
     宇薬1093 宇都宮市曲師町２－１１
     028-633-4845  (028-633-4845)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日    8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   73015,094,9 有限会社さかえストア〒321-0952 （調基１）第108号         平成28年 4月 1日
     宇薬1094 　薬品部土川薬局 宇都宮市泉が丘６－１１－２ （在薬）第822号           平成25年11月15日
     028-662-1845  (028-660-2717)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74015,117,8 有限会社ケー・アンド〒320-0041 （調基１）第560号         平成28年 4月 1日
     宇薬1117 ・エスさくら薬局 宇都宮市松原２－４－６
     028-621-8168  (028-622-5580)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75015,149,1 有限会社くすの木薬局〒321-0963 （調基１）第134号         平成28年 4月 1日
     宇薬1149 宇都宮市南大通り１－２－５ （後発調２）第406号       平成28年 4月 1日
     028-633-5613  (028-633-5613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76015,153,3 フレンド薬局 〒321-0144 （調基１）第546号         平成28年 4月 1日
     宇薬1153 宇都宮市末広２－１－２２ （後発調２）第408号       平成28年 4月 1日
     028-653-6904  (028-653-7159) （か薬）第313号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第295号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77015,167,3 十字堂調剤薬局 〒321-0161 （調基２）第30号          平成28年 4月 1日
     宇薬1167 宇都宮市大塚町１２－３１ （か薬）第547号           平成30年 2月 1日
     028-684-5221  (028-684-5223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78015,170,7 有限会社富士ファーマ〒321-0953 （調基２）第33号          平成28年 4月 1日
     宇薬1170 シー　芙蓉薬局 宇都宮市東宿郷５－４－３ （後発調２）第407号       平成28年 4月 1日
     028-637-2630  (028-637-2685) （か薬）第324号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第78号            平成 8年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79015,174,9 あい薬局 〒320-0806 （調基１）第260号         平成28年 4月 1日
     宇薬1174 宇都宮市中央１－３－８ （後発調１）第810号       平成28年 9月 1日
     028-651-2333  (028-651-2338) （か薬）第347号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第8号             平成 6年11月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80015,182,2 株式会社大成堂薬局 〒320-0811 （調基１）第289号         平成28年 4月 1日
     宇薬1182 宇都宮市大通り３－２－４
     028-634-5874  (028-636-9182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   81015,187,1 チェリー調剤薬局 〒321-0151 （調基１）第285号         平成28年 4月 1日
     宇薬1187 宇都宮市西川田町９２６－２ （か薬）第105号           平成28年 4月 1日
     028-684-5118  (028-684-5119) （在薬）第404号           平成16年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82015,188,9 ケヤキ薬局 〒320-0065 （調基３）第126号         平成28年 4月 1日
     宇薬1188 宇都宮市駒生町字東高田３３６７ （か薬）第421号           平成28年11月 1日
     －１７６ （在薬）第492号           平成23年 2月 4日
     028-623-5567  (028-623-5553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日    9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   83015,189,7 とちぎ薬局本店 〒320-0057 （調基１）第226号         平成28年 4月 1日
     宇薬1189 宇都宮市中戸祭１－７－２ （調）第145号             平成29年 9月 1日
     028-650-6086  (028-650-6087) （か薬）第25号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第102号           平成 9年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84015,192,1 有限会社富士ファーマ〒321-0952 （調基１）第118号         平成28年 4月 1日
     宇薬1192 シー泉が丘薬局 宇都宮市泉が丘７－３－２３ （後発調２）第382号       平成28年 4月 1日
     028-683-1063  (028-683-1157) （か薬）第100号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第586号           平成20年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85015,194,7 プライム薬局たかさご〒321-0143 （調基１）第211号         平成28年 4月 1日
     宇薬1194 店 宇都宮市南高砂町１１－２７ （後発調２）第674号       平成29年 6月 1日
     028-655-3886  (028-655-3880) （在薬）第176号           平成11年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86015,202,8 東邦薬局 〒320-0071 （調基１）第410号         平成28年 4月 1日
     宇薬1202 宇都宮市野沢町４５－１ （調）第94号              平成28年 9月 1日
     028-665-3421  (028-665-3422) （後発調１）第972号       平成30年 2月 1日
     （か薬）第402号           平成28年 9月 1日
     （在薬）第296号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87015,203,6 下栗薬局 〒321-0924 （調基３）第45号          平成28年 4月 1日
     宇薬1203 宇都宮市下栗１丁目２１－１３ （後発調２）第610号       平成29年 1月 1日
     028-637-4856  (028-637-4866) （在薬）第501号           平成18年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88015,204,4 竹林薬局 〒321-0974 （調基１）第228号         平成28年 4月 1日
     宇薬1204 宇都宮市竹林町５０３番地１ （後発調２）第654号       平成29年 5月 1日
     028-627-4193  (028-624-9393)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89015,205,1 中央薬局 〒321-0143 （調基１）第69号          平成28年 4月 1日
     宇薬1205 宇都宮市南高砂町１１番２１号 （調）第146号             平成29年 9月 1日
     028-655-2770  (028-655-6969) （後発調１）第612号       平成28年 4月 1日
     （薬菌）第10号            平成25年 7月 1日
     （か薬）第240号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第197号           平成11年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90015,206,9 カワチ薬局戸祭店 〒320-0058 （調基１）第577号         平成28年 4月 1日
     宇薬1206 宇都宮市上戸祭２丁目１－１２ （在薬）第185号           平成11年 4月 1日
     028-625-7601  (028-621-1705)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91015,207,7 ファーコス薬局ありす〒321-0981 （調基１）第241号         平成28年 4月 1日
     宇薬1207 宇都宮市上野町７００２－４ （後発調２）第776号       平成30年 3月 1日
     028-683-1606  (028-683-1607) （在薬）第204号           平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   92015,209,3 ハーモニー薬局柳田店〒321-0902 （調基２）第7号           平成28年 4月 1日
     宇薬1209 宇都宮市柳田町１２８６－４ （後発調１）第643号       平成28年 4月 1日
     028-683-3808  (028-683-3809) （薬菌）第3号             平成22年 8月 1日
     （在調）第6号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第97号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第258号           平成13年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93015,212,7 とちぎ薬局駅東店 〒321-0954 （調基３）第182号         平成29年 4月 1日
     宇薬1212 宇都宮市元今泉４丁目２－２１ （後発調２）第660号       平成29年 5月 1日
     028-610-5557  (028-610-5558) （在薬）第569号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94015,216,8 エムハート薬局かいど〒321-0971 （調基３）第4号           平成28年 4月 1日
     宇薬1216 う店 宇都宮市海道町１５３－９ （後発調２）第453号       平成28年 4月 1日
     028-683-3003  (028-683-3007) （か薬）第517号           平成29年10月 1日
     （在薬）第217号           平成12年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95015,217,6 サン薬局 〒321-0912 （調基１）第447号         平成28年 4月 1日
     宇薬1217 宇都宮市石井町３００６ （後発調１）第939号       平成29年10月 1日
     028-683-6030  (028-683-6031) （か薬）第9号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第219号           平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96015,219,2 カルム薬局 〒320-0851 （調基２）第12号          平成28年 4月 1日
     宇薬1219 宇都宮市鶴田町１３６０－４ （後発調２）第603号       平成28年12月 1日
     028-649-0108  (028-649-0108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97015,222,6 エムハート薬局つるた〒320-0857 （調基１）第417号         平成28年 4月 1日
     宇薬1222 店 宇都宮市鶴田２丁目６番８号 （調）第108号             平成29年 1月 1日
     028-649-0120  (028-649-0121) （後発調２）第604号       平成28年12月 1日
     （在調）第149号           平成29年 9月 1日
     （か薬）第432号           平成28年12月 1日
     （在薬）第232号           平成12年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98015,223,4 とちぎ薬局関堀店 〒321-0975 （調基３）第132号         平成28年 4月 1日
     宇薬1223 宇都宮市関堀町９７０－９
     028-600-3328  (028-600-3329)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99015,224,2 ピノキオ薬局峰店 〒321-0942 （調基３）第15号          平成28年 4月 1日
     宇薬1224 宇都宮市峰１－１－３２ （後発調２）第753号       平成30年 2月 1日
     028-614-1290  (028-614-1291) （在調）第117号           平成28年 9月 1日
     （か薬）第416号           平成28年11月 1日
     （在薬）第368号           平成15年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100015,229,1 ハーモニー薬局西小学〒320-0861 （調基１）第314号         平成28年 4月 1日
     宇薬1229 校前店 宇都宮市西１－１－２５スカール （後発調１）第642号       平成28年 4月 1日
     ＦＵＪＩ１０１ （在調）第38号            平成25年 2月 1日
     028-639-5377  (028-639-5376) （か薬）第13号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第264号           平成13年 5月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  101015,230,9 ハーモニー薬局北一の〒320-0048 （調基１）第334号         平成28年 4月 1日
     宇薬1230 沢店 宇都宮市北一の沢町４－１０ジュ （在調）第13号            平成24年 4月 1日
     ネス・ガーデン１０５ （在薬）第265号           平成13年 5月 1日
     028-621-7717  (028-621-7715)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102015,236,6 中央薬局はりがや店 〒321-0147 （調基１）第56号          平成28年 4月 1日
     宇薬1236 宇都宮市針ケ谷町５１７－８ （調）第130号             平成29年 5月 1日
     028-688-3866  (028-688-3867) （薬菌）第52号            平成28年12月 1日
     （か薬）第472号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第428号           平成17年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103015,240,8 サン薬局駅東店 〒321-0953 （調基１）第449号         平成28年 4月 1日
     宇薬1240 宇都宮市東宿郷６－８－３ （後発調１）第760号       平成28年 6月 1日
     028-614-6080  (028-614-6081) （か薬）第8号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第381号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104015,241,6 サンリツ薬局大和店 〒321-0162 （調基１）第635号         平成29年 4月 1日
     宇薬1241 宇都宮市大和２－１－２６ （調）第110号             平成29年 4月 1日
     028-615-1033  (028-615-1034) （か薬）第331号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第291号           平成14年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105015,242,4 やなぜ調剤薬局 〒321-0935 （調基３）第13号          平成28年 4月 1日
     宇薬1242 宇都宮市城東２丁目１３番２号 （在調）第136号           平成29年 5月 1日
     028-614-6263  (028-614-6264) （か薬）第401号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第298号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106015,243,2 アルファーム薬局一の〒320-0046 （調基１）第318号         平成28年 4月 1日
     宇薬1243 沢店 宇都宮市西一の沢町２－１０ （調）第109号             平成29年 3月 1日
     028-649-0310  (028-647-5552) （後発調２）第566号       平成28年 9月 1日
     （か薬）第375号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第459号           平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107015,244,0 宝木薬局 〒320-0061 （調基１）第332号         平成28年 4月 1日
     宇薬1244 宇都宮市宝木町２丁目１０２７ （後発調１）第733号       平成28年 5月 1日
     028-650-6152  (028-650-6153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108015,245,7 エムハート薬局みなみ〒321-0169 （調基１）第319号         平成28年 4月 1日
     宇薬1245 店 宇都宮市八千代１丁目２－１２ （調）第41号              平成28年 4月 1日
     028-615-1017  (028-615-1018) （後発調２）第709号       平成29年10月 1日
     （在調）第62号            平成26年 9月 1日
     （か薬）第75号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第406号           平成16年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  109015,246,5 中央薬局江曽島店 〒321-0107 （調基２）第18号          平成28年 4月 1日
     宇薬1246 宇都宮市江曽島３丁目７８５番５ （後発調１）第779号       平成28年 7月 1日
     028-615-2000  (028-615-2200) （薬菌）第50号            平成28年12月 1日
     （か薬）第242号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第429号           平成17年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110015,249,9 そうごう薬局宇都宮店〒320-0057 （調基１）第135号         平成28年 4月 1日
     宇薬1249 宇都宮市中戸祭１丁目８番２１号 （調）第20号              平成28年 4月 1日
     028-624-5609  (028-622-7064) （後発調１）第846号       平成28年11月 1日
     （か薬）第93号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第574号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111015,251,5 エムハート薬局えそし〒321-0107 （調基３）第5号           平成28年 4月 1日
     宇薬1251 ま店 宇都宮市江曽島２丁目９－１９ （後発調２）第500号       平成28年 5月 1日
     028-684-1910  (028-684-1911) （在調）第76号            平成27年10月 1日
     （か薬）第525号           平成29年11月 1日
     （在薬）第407号           平成16年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112015,252,3 有限会社石崎薬局 〒321-0963 （調基１）第105号         平成28年 4月 1日
     宇薬1252 宇都宮市南大通り１－１－１２宇
     都宮ダイカンプラザ
     028-634-5073  (028-651-5053)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113015,254,9 アルファーム薬局飯田〒321-0347 （調基３）第95号          平成28年 4月 1日
     宇薬1254 店 宇都宮市飯田町２５９－６３ （後発調２）第362号       平成28年 4月 1日
     028-649-3007  (028-647-5161) （か薬）第376号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第460号           平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114015,255,6 ミント薬局宇都宮駅前〒321-0953 （調基１）第455号         平成28年 4月 1日
     宇薬1255 店 宇都宮市東宿郷２－４－３宇都宮 （後発調２）第514号       平成28年 6月 1日
     大塚ビル５Ｆ （か薬）第151号           平成28年 4月 1日
     028-610-7366  (028-610-7367) （在薬）第707号           平成23年 6月29日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115015,256,4 ＵＫ駒生薬局 〒320-0065 （調基１）第418号         平成28年 4月 1日
     宇薬1256 宇都宮市駒生町１３５９－９３ （後発調１）第877号       平成29年 3月 1日
     028-652-7088  (028-652-7089) （か薬）第456号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第400号           平成16年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116015,257,2 サフラン薬局 〒321-0968 （調基１）第519号         平成28年 4月 1日
     宇薬1257 宇都宮市中今泉３丁目１３番２２ （か薬）第65号            平成28年 4月 1日
     号 （在薬）第658号           平成22年 3月15日
     028-651-2055  (028-651-2030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117015,258,0 木の薬局下荒針店 〒321-0346 （調基１）第36号          平成28年 4月 1日
     宇薬1258 宇都宮市下荒針町３３９６－８ （か薬）第487号           平成29年 7月 1日
     028-649-0809  (028-649-0807) （在薬）第517号           平成19年 5月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  118015,259,8 ライム薬局 〒321-0933 （調基１）第472号         平成28年 4月 1日
     宇薬1259 宇都宮市簗瀬町２５６１番地７ （後発調２）第370号       平成28年 4月 1日
     028-610-7655  (028-610-7656) （か薬）第63号            平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119015,260,6 フレンド薬局星ノ宮 〒321-0112 （調基１）第39号          平成28年 4月 1日
     宇薬1260 宇都宮市屋板町１０８４－４ （後発調２）第429号       平成28年 4月 1日
     028-656-0356  (028-656-0730) （か薬）第306号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第612号           平成21年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120015,261,4 とちぎ薬局鶴田店 〒320-0851 （調基１）第362号         平成28年 4月 1日
     宇薬1261 宇都宮市鶴田町１５４４－２ （後発調２）第638号       平成29年 4月 1日
     028-649-0501  (028-649-0517) （か薬）第43号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第654号           平成22年 3月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121015,263,0 ミント薬局 〒320-0834 （調基１）第306号         平成28年 4月 1日
     宇薬1263 宇都宮市陽南３－１１－３９ （後発調２）第577号       平成28年10月 1日
     028-684-2277  (028-659-9333) （か薬）第168号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第418号           平成17年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  122015,264,8 あおば薬局 〒321-0158 （調基１）第124号         平成28年 4月 1日
     宇薬1264 宇都宮市西川田本町１－８－２８ （在薬）第439号           平成17年11月 1日
     028-659-5053  (028-659-5053)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123015,265,5 ピノキオ薬局陽南店 〒320-0834 （調基１）第313号         平成28年 4月 1日
     宇薬1265 宇都宮市陽南３－１１－４０ （調）第93号              平成28年 8月 1日
     028-684-0864  (028-684-0865) （後発調２）第527号       平成28年 6月 1日
     （薬菌）第7号             平成25年 1月 1日
     （在調）第131号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第49号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第461号           平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124015,266,3 ピノキオ薬局プラザ店〒321-0974 （調基１）第622号         平成28年12月 1日
     宇薬1266 宇都宮市竹林町９７３－３ （調）第104号             平成28年12月 1日
     028-600-7657  (028-600-7658) （在調）第73号            平成27年 8月 1日
     （か薬）第373号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第425号           平成17年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125015,268,9 （株）フレンド宇都宮〒320-0027 （調基１）第233号         平成28年 4月 1日
     宇薬1268 調剤ステーション薬局宇都宮市塙田４－５－１１和気ビ （調）第10号              平成28年 4月 1日
     ル１階 （薬菌）第24号            平成27年 9月 1日
     028-600-3410  (028-600-3415) （在調）第23号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第4号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第422号           平成17年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  126015,269,7 中央薬局鶴田店 〒320-0851 （調基１）第51号          平成28年 4月 1日
     宇薬1269 宇都宮市鶴田町１４８３－１ （薬菌）第53号            平成28年12月 1日
     028-649-0533  (028-649-0534) （か薬）第262号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第430号           平成17年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127015,270,5 中央薬局兵庫塚店 〒321-0138 （調基１）第95号          平成28年 4月 1日
     宇薬1270 宇都宮市兵庫塚３－４１－３８兵 （薬菌）第55号            平成28年12月 1日
     庫塚壱番館１０１号 （在薬）第737号           平成24年 4月 2日
     028-688-3733  (028-688-3734)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128015,271,3 ハニュウ薬局西川田店〒321-0152 （調基１）第194号         平成28年 4月 1日
     宇薬1271 宇都宮市西川田６丁目１８１３－ （後発調１）第957号       平成29年12月 1日
     ５ （在薬）第836号           平成26年 3月25日
     028-684-2755  (028-684-2756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129015,272,1 ミント薬局東峰店 〒321-0944 （調基１）第456号         平成28年 4月 1日
     宇薬1272 宇都宮市東峰町３０８０－４１ （後発調２）第483号       平成28年 4月 1日
     028-662-6630  (028-662-6640) （か薬）第389号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第708号           平成23年 6月29日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130015,273,9 雀宮アポス薬局 〒321-0132 （調基１）第504号         平成28年 4月 1日
     宇薬1273 宇都宮市雀の宮４－７－２７ （後発調２）第416号       平成28年 4月 1日
     028-688-3393  (028-688-3493) （か薬）第289号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第433号           平成17年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131015,275,4 カロン薬局 〒321-0983 （調基１）第593号         平成28年 4月 1日
     宇薬1275 宇都宮市御幸本町４７３２－３９ （後発調２）第496号       平成28年 5月 1日
     028-613-2131  (028-613-2132) （在薬）第455号           平成18年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132015,276,2 くるみ薬局 〒321-0143 （調基１）第505号         平成28年 4月 1日
     宇薬1276 宇都宮市南高砂町８－３８ （在薬）第427号           平成17年 8月 1日
     028-653-7133  (028-653-7133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  133015,277,0 コスモ調剤薬局ＦＫＤ〒321-0962 （調基３）第84号          平成28年 4月 1日
     宇薬1277 宇都宮店 宇都宮市今泉町２３７ＦＫＤショ （後発調１）第862号       平成29年 1月 1日
     ッピングプラザ２階 （在薬）第632号           平成21年 9月 1日
     028-650-5578  (028-650-5583)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134015,280,4 どんぐり薬局 〒321-0974 （調基１）第374号         平成28年 4月 1日
     宇薬1280 宇都宮市竹林町８６５－１ （後発調１）第857号       平成29年 1月 1日
     028-643-4550  (028-643-4551) （在薬）第568号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135015,281,2 とちぎ薬局瑞穂野店 〒321-0921 （調基１）第360号         平成28年 4月 1日
     宇薬1281 宇都宮市瑞穂２丁目１４－１６ （在薬）第473号           平成18年 4月 1日
     028-657-6588  (028-657-6599)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  136015,282,0 日本調剤宇都宮薬局 〒321-0974 （調基２）第40号          平成28年 4月 1日
     宇薬1282 宇都宮市竹林町９６７－３ （後発調２）第764号       平成30年 3月 1日
     028-650-4575  (028-650-4582) （在調）第84号            平成28年 1月 1日
     （か薬）第179号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第462号           平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137015,283,8 ウエルシア薬局宇都宮〒321-0932 （調基１）第295号         平成28年 4月 1日
     宇薬1283 平松本町店 宇都宮市平松本町１２１７番地５ （後発調１）第724号       平成28年 6月 1日
     028-651-0866  (028-651-0867) （在薬）第829号           平成25年12月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138015,286,1 ウエルシア薬局宇都宮〒321-3223 （調基１）第294号         平成28年 4月 1日
     宇薬1286 清原台店 宇都宮市清原台１－１４－１ （後発調１）第946号       平成29年11月 1日
     028-670-8223  (028-670-8224) （在薬）第891号           平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139015,287,9 ミント薬局平松本町店〒321-0932 （調基２）第4号           平成28年 4月 1日
     宇薬1287 宇都宮市平松本町３６５－１７ （か薬）第388号           平成28年 7月 1日
     028-902-2707  (028-902-2708) （在薬）第474号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140015,289,5 ウエルシア薬局宇都宮〒320-0053 （調基１）第353号         平成28年 4月 1日
     宇薬1289 戸祭店 宇都宮市戸祭町３０２２ （後発調１）第947号       平成29年11月 1日
     028-650-4744  (028-650-4764) （在薬）第469号           平成18年 3月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141015,291,1 ウエルシア薬局宇都宮〒321-0951 （調基１）第349号         平成28年 4月 1日
     宇薬1291 越戸店 宇都宮市越戸３－１２－３ （後発調２）第760号       平成30年 2月 1日
     028-683-2511  (028-683-2512) （在薬）第470号           平成18年 3月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  142015,292,9 ホーム薬局 〒321-0945 （調基３）第12号          平成28年 4月 1日
     宇薬1292 宇都宮市宿郷１丁目１５－９細井 （後発調２）第528号       平成28年 6月 1日
     ビル１Ｆ （在調）第37号            平成24年12月 1日
     028-614-8283  (028-614-8284) （か薬）第14号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第614号           平成21年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143015,293,7 レインボー薬局宝木店〒320-0061 （調基１）第465号         平成28年 4月 1日
     宇薬1293 宇都宮市宝木町二丁目１０１７－ （調）第3号               平成28年 4月 1日
     ８ （後発調２）第534号       平成28年 7月 1日
     028-650-5444  (028-650-5605) （在調）第16号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第6号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第484号           平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  144015,295,2 つるた薬局 〒321-0151 （調基１）第89号          平成28年 4月 1日
     宇薬1295 宇都宮市西川田町１０６５－３０ （後発調１）第598号       平成28年 4月 1日
     028-635-9441  (028-635-9443)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  145015,298,6 栗の木薬局 〒321-0923 （調基３）第110号         平成28年 4月 1日
     宇薬1298 宇都宮市下栗町１５０３－４ （後発調２）第378号       平成28年 4月 1日
     028-657-8777  (028-657-8778) （薬菌）第66号            平成29年 2月 1日
     （か薬）第301号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第683号           平成22年 7月22日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146015,299,4 アトム薬局 〒321-0973 （調基１）第388号         平成28年 4月 1日
     宇薬1299 宇都宮市岩曽町９０７－３ （後発調２）第631号       平成29年 3月 1日
     028-662-4611  (028-662-4612) （在薬）第503号           平成18年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147015,300,0 わかば薬局 〒321-0973 （調基１）第358号         平成28年 4月 1日
     宇薬1300 宇都宮市岩曽町１０８７－２ （調）第143号             平成29年 8月 1日
     028-613-3386  (028-613-3387) （後発調１）第851号       平成28年12月 1日
     （薬菌）第63号            平成29年 2月 1日
     （か薬）第494号           平成29年 8月 1日
     （在薬）第558号           平成20年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148015,301,8 オーロラ薬局 〒320-0857 （調基１）第120号         平成28年 4月 1日
     宇薬1301 宇都宮市鶴田１丁目８番１２号　 （後発調２）第451号       平成28年 4月 1日
     １Ｆ （在薬）第733号           平成20年 6月 1日
     028-649-0292  (028-649-0293)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149015,302,6 とちのき薬局 〒321-0974 （調基１）第265号         平成28年 4月 1日
     宇薬1302 宇都宮市竹林町８８８－５ （在薬）第527号           平成19年 7月 1日
     028-650-5250  (028-650-5285)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150015,303,4 有限会社富士ファーマ〒321-0954 （調基２）第28号          平成28年 4月 1日
     宇薬1303 シーやしお薬局 宇都宮市元今泉６丁目１４番３号 （か薬）第511号           平成29年10月 1日
     028-663-3742  (028-663-3875) （在薬）第526号           平成19年 5月30日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151015,305,9 とちぎ薬局平松本町店〒321-0932 （調基１）第652号         平成29年 4月 1日
     宇薬1305 宇都宮市平松本町３２６－５ （在薬）第656号           平成22年 3月12日
     028-610-7371  (028-610-7381)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  152015,306,7 ふくろう薬局 〒320-0035 （調基１）第401号         平成28年 4月 1日
     宇薬1306 宇都宮市伝馬町４番３２号大造ビ （調）第125号             平成29年 5月 1日
     ル１階 （後発調１）第687号       平成28年 4月 1日
     028-611-3201  (028-611-3202) （在調）第100号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第457号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第561号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153015,307,5 カワチ薬局若松原店 〒321-0153 （調基１）第137号         平成28年 4月 1日
     宇薬1307 宇都宮市北若松原１－１７－１７ （後発調１）第715号       平成28年 5月 1日
     028-688-3622  (028-688-3623) （か薬）第479号           平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  154015,309,1 ミルキー薬局 〒329-1113 （調基１）第221号         平成28年 4月 1日
     宇薬1309 宇都宮市相野沢町９８－１２ （調）第147号             平成29年10月 1日
     028-672-7201  (028-672-7202) （後発調２）第450号       平成28年 4月 1日
     （薬菌）第71号            平成29年10月 1日
     （か薬）第512号           平成29年10月 1日
     （在薬）第599号           平成20年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155015,310,9 ウエルシア薬局宇都宮〒321-0961 （調基１）第351号         平成28年 4月 1日
     宇薬1310 今泉新町店 宇都宮市今泉新町２６０番地６ （後発調２）第718号       平成29年12月 1日
     028-664-1852  (028-664-1853) （在薬）第885号           平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156015,312,5 ふれあい薬局 〒321-0135 （調基１）第578号         平成28年 4月 1日
     宇薬1312 宇都宮市五代２丁目１番６号 （後発調２）第724号       平成29年12月 1日
     028-653-0980  (028-653-0980) （在薬）第606号           平成20年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157015,313,3 おおき調剤薬局 〒320-0867 （調基１）第478号         平成28年 4月 1日
     宇薬1313 宇都宮市大寛２－２－１ （後発調２）第673号       平成29年 6月 1日
     028-610-9980  (028-610-9981) （か薬）第309号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第959号           平成28年 4月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  158015,314,1 ハーモニー薬局 〒320-0861 （調基１）第333号         平成28年 4月 1日
     宇薬1314 宇都宮市西３丁目１番１１号 （調）第13号              平成28年 4月 1日
     028-610-0153  (028-610-0154) （後発調１）第754号       平成28年 6月 1日
     （薬菌）第22号            平成27年 7月 1日
     （在調）第39号            平成25年 2月 1日
     （か薬）第45号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第555号           平成20年 1月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159015,315,8 ピノキオファーマシー〒321-0346 （調基１）第650号         平成29年 4月 1日
     宇薬1315 ズ宇都宮西店 宇都宮市下荒針町３６１３－１ （調）第122号             平成29年 4月 1日
     028-649-3230  (028-649-3231) （在調）第48号            平成25年11月 1日
     （か薬）第374号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第562号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160015,316,6 ウエルシア薬局宇都宮〒321-0164 （調基１）第293号         平成28年 4月 1日
     宇薬1316 双葉店 宇都宮市双葉３丁目１５番２号 （後発調２）第664号       平成29年 5月 1日
     028-684-1272  (028-684-1273) （在薬）第884号           平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161015,318,2 平成薬局大通り店 〒320-0811 （調基２）第10号          平成28年 4月 1日
     宇薬1318 宇都宮市大通り１丁目４番３６ （在薬）第563号           平成20年 3月 1日
     028-600-1900  (028-627-1901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  162015,319,0 れもん薬局 〒321-0165 （調基１）第279号         平成28年 4月 1日
     宇薬1319 宇都宮市緑１丁目２１８０－１４ （後発調１）第568号       平成28年 4月 1日
     028-684-1631  (028-684-1632) （か薬）第90号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第564号           平成20年 3月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  163015,320,8 中央薬局東峰店 〒321-0944 （調基１）第53号          平成28年 4月 1日
     宇薬1320 宇都宮市東峰町３４４１－１５８ （調）第59号              平成28年 4月 1日
     028-663-8777  (028-663-8775) （後発調２）第545号       平成28年 7月 1日
     （薬菌）第54号            平成28年12月 1日
     （在調）第113号           平成28年 7月 1日
     （か薬）第252号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第734号           平成24年 4月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  164015,323,2 きよはらだい薬局 〒321-3223 （調基１）第390号         平成28年 4月 1日
     宇薬1323 宇都宮市清原台５－１８－３５ （後発調２）第645号       平成29年 4月 1日
     028-670-5505  (028-670-5515) （か薬）第341号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第600号           平成20年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165015,332,3 ウエルシア薬局宇都宮〒321-3226 （調基１）第345号         平成28年 4月 1日
     宇薬1332 テクノポリス店 宇都宮市ゆいの杜５丁目２６番２ （後発調１）第494号       平成28年 4月 1日
     ９号 （在薬）第638号           平成21年 9月 1日
     028-670-8310  (028-670-8320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166015,333,1 ピノキオファーマシー〒321-0132 （調基３）第32号          平成28年 4月 1日
     宇薬1333 ズ雀の宮店 宇都宮市雀の宮４－４－７ （後発調１）第964号       平成30年 1月 1日
     028-666-0467  (028-666-0468) （在調）第108号           平成28年 6月 1日
     （か薬）第490号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第618号           平成21年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167015,334,9 こころ薬局 〒320-0027 （調基１）第441号         平成28年 4月 1日
     宇薬1334 宇都宮市塙田３丁目４番８号セン （調）第66号              平成28年 4月 1日
     トラルハイツ１階 （後発調２）第470号       平成28年 4月 1日
     028-621-0789  (028-621-0789) （か薬）第257号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第930号           平成27年10月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168015,336,4 レインボー薬局ふたば〒321-0164 （調基１）第460号         平成28年 4月 1日
     宇薬1336 店 宇都宮市双葉１－１３－５８ （調）第111号             平成29年 4月 1日
     028-666-5451  (028-666-5452) （後発調２）第454号       平成28年 4月 1日
     （在調）第17号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第129号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第634号           平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169015,337,2 セントラル薬局 〒320-0861 （調基３）第69号          平成28年 4月 1日
     宇薬1337 宇都宮市西１－１－９ （後発調２）第463号       平成28年 4月 1日
     028-651-0350  (028-651-0351) （か薬）第395号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第629号           平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170015,338,0 アポロン薬局 〒321-0118 （調基１）第389号         平成28年 4月 1日
     宇薬1338 宇都宮市インターパーク三丁目６ （在薬）第642号           平成21年11月17日
     －９
     028-688-1133  (028-688-1134)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  171015,339,8 みさき薬局宇都宮本店〒321-0904 （調基１）第184号         平成28年 4月 1日
     宇薬1339 宇都宮市陽東８－８－２９ （後発調１）第707号       平成28年 4月 1日
     028-601-7005  (028-601-7008) （在薬）第630号           平成21年 7月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  172015,340,6 みゆき薬局 〒321-0984 （調基３）第106号         平成28年 4月 1日
     宇薬1340 宇都宮市御幸町６０－７－１ （後発調２）第719号       平成29年12月 1日
     028-666-7515  (028-666-7516) （薬菌）第64号            平成29年 2月 1日
     （か薬）第149号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第684号           平成22年 7月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173015,342,2 たんぽぽ薬局大通り店〒320-0811 （調基１）第112号         平成28年 4月 1日
     宇薬1342 宇都宮市大通り１－３－１９ （後発調１）第826号       平成28年10月 1日
     028-623-0229  (028-623-0229)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174015,343,0 ユニオン薬局 〒320-0861 （調基１）第421号         平成28年 4月 1日
     宇薬1343 宇都宮市西一丁目２－２ （後発調１）第961号       平成30年 1月 1日
     028-616-3400  (028-616-3401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175015,345,5 カトレア薬局 〒321-0102 （調基１）第252号         平成28年 4月 1日
     宇薬1345 宇都宮市江曽島町１３２４－３
     028-684-2196  (028-684-2197)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176015,346,3 さくら薬局 〒321-0945 （調基３）第104号         平成28年 4月 1日
     宇薬1346 宇都宮市宿郷三丁目２０番１２号 （後発調２）第754号       平成30年 2月 1日
     028-666-4451  (028-666-4452) （薬菌）第62号            平成29年 2月 1日
     （か薬）第184号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第685号           平成22年 7月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  177015,347,1 のぞみ薬局 〒321-0932 （調基１）第157号         平成28年 4月 1日
     宇薬1347 宇都宮市平松本町１１３８－１０ （調）第56号              平成28年 5月 1日
     028-651-3315  (028-651-3316) （後発調１）第661号       平成28年 4月 1日
     （在調）第116号           平成28年 9月 1日
     （か薬）第196号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第663号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178015,348,9 そうごう薬局宇都宮中〒320-0813 （調基３）第53号          平成28年 4月 1日
     宇薬1348 央店 宇都宮市二番町１－９ （後発調１）第969号       平成30年 1月 1日
     028-651-5751  (028-632-7322) （在調）第159号           平成29年12月 1日
     （か薬）第173号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第665号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  179015,349,7 そうごう薬局宇都宮南〒321-0132 （調基３）第52号          平成28年 4月 1日
     宇薬1349 店 宇都宮市雀の宮５丁目１番７号 （後発調２）第586号       平成28年10月 1日
     028-688-3411  (028-653-3952) （か薬）第272号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第664号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  180015,350,5 宇都宮駅東調剤薬局 〒321-0954 （調基１）第196号         平成28年 4月 1日
     宇薬1350 宇都宮市元今泉１丁目８番１号 （調）第99号              平成28年11月 1日
     028-678-3085  (028-678-3086) （か薬）第165号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第730号           平成24年 3月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  181015,351,3 ドレミ調剤薬局 〒321-0973 （調基２）第25号          平成28年 4月 1日
     宇薬1351 宇都宮市岩曽町１２５６－１ （後発調２）第742号       平成30年 1月 1日
     028-678-3901  (028-678-3902)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  182015,352,1 さくら薬局豊郷台店 〒320-0003 （調基１）第255号         平成28年 4月 1日
     宇薬1352 宇都宮市豊郷台２－２２－１ （調）第115号             平成29年 4月 1日
     028-600-3377  (028-600-3378) （在調）第10号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第36号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第668号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183015,353,9 さくら薬局鶴田店 〒320-0857 （調基３）第179号         平成29年 4月 1日
     宇薬1353 宇都宮市鶴田１丁目１８番１２号 （後発調２）第444号       平成28年 4月 1日
     028-649-0530  (028-649-0531) （在調）第51号            平成25年12月 1日
     （か薬）第526号           平成29年11月 1日
     （在薬）第669号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184015,354,7 さくら薬局宇都宮店 〒321-0144 （調基３）第80号          平成28年 4月 1日
     宇薬1354 宇都宮市末広１丁目２－１７ （後発調２）第443号       平成28年 4月 1日
     028-688-1310  (028-688-1314) （在調）第58号            平成26年 8月 1日
     （か薬）第37号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第670号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185015,355,4 プラザ薬局関堀町店 〒321-0975 （調基１）第400号         平成28年 4月 1日
     宇薬1355 宇都宮市関堀町７６７－３ （調）第12号              平成28年 4月 1日
     028-600-1144  (028-600-1145) （薬菌）第26号            平成28年 6月 1日
     （在調）第57号            平成26年 8月 1日
     （か薬）第98号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第682号           平成22年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  186015,356,2 アルファーム薬局清原〒321-3223 （調基３）第93号          平成28年 4月 1日
     宇薬1356 台店 宇都宮市清原台６丁目２－３２ （後発調２）第605号       平成28年12月 1日
     028-670-2331  (028-667-1670) （か薬）第251号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第937号           平成27年11月30日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  187015,357,0 めいぷる薬局 〒321-0912 （調基１）第168号         平成28年 4月 1日
     宇薬1357 宇都宮市石井町３２３８－２ （後発調２）第422号       平成28年 4月 1日
     028-666-6831  (028-666-6832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188015,359,6 こばやし薬局 〒320-0812 （調基１）第575号         平成28年 4月 1日
     宇薬1359 宇都宮市一番町１－１１ （後発調１）第553号       平成28年 4月 1日
     028-639-3311  (028-639-3326) （か薬）第471号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第732号           平成24年 3月27日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  189015,360,4 とちぎ薬局宝木店 〒320-0061 （調基１）第363号         平成28年 4月 1日
     宇薬1360 宇都宮市宝木町１－２５８９－２ （調）第150号             平成29年11月 1日
     １ （後発調２）第649号       平成29年 4月 1日
     028-680-4160  (028-680-4163) （か薬）第24号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第704号           平成23年 6月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190015,361,2 めぐみ薬局 〒321-0917 （調基１）第598号         平成28年 5月 1日
     宇薬1361 宇都宮市西刑部町２４１１番地６ （後発調１）第719号       平成28年 5月 1日
     028-680-6711  (028-680-6712) （在薬）第719号           平成23年 9月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191015,362,0 すずらん薬局今泉店 〒321-0985 （調基１）第267号         平成28年 4月 1日
     宇薬1362 宇都宮市東町１番地２ （後発調１）第569号       平成28年 4月 1日
     028-683-5711  (028-683-5712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  192015,363,8 こばと薬局 〒320-0807 （調基１）第67号          平成28年 4月 1日
     宇薬1363 宇都宮市松が峰２丁目４番３号 （調）第39号              平成28年 4月 1日
     028-680-5823  (028-680-5823) （後発調２）第434号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第51号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第931号           平成27年10月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  193015,364,6 エルダー薬局 〒320-0861 （調基１）第524号         平成28年 4月 1日
     宇薬1364 宇都宮市西２丁目２番１号
     028-612-1701  (028-612-1702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  194015,365,3 田園通り薬局 〒321-0973 （調基１）第129号         平成28年 4月 1日
     宇薬1365 宇都宮市岩曽町１０７７番地９
     028-612-2107  (028-612-2108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195015,367,9 有限会社富士ファーマ〒320-0066 （調基１）第479号         平成28年 4月 1日
     宇薬1367 シー中丸薬局 宇都宮市駒生２丁目２番２号 （後発調１）第532号       平成28年 4月 1日
     028-627-1051  (028-623-5822) （か薬）第29号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第743号           平成24年 4月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  196015,368,7 めぐみ薬局金井台店 〒329-1104 （調基２）第20号          平成28年 4月 1日
     宇薬1368 宇都宮市下岡本町４５５６番地４ （在薬）第735号           平成24年 4月 2日
     028-612-2305  (028-612-2306)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197015,370,3 有限会社鈴木薬品スズ〒321-0945 （調基１）第556号         平成28年 4月 1日
     宇薬1370 キ薬局 宇都宮市宿郷１丁目１９番７号
     028-634-3587  (028-634-3605)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198015,371,1 有限会社ミドリ薬局 〒321-0152 （調基１）第38号          平成28年 4月 1日
     宇薬1371 宇都宮市西川田５丁目１１番１号 （調）第126号             平成29年 5月 1日
     028-658-1178  (028-658-1260) （後発調１）第849号       平成28年12月 1日
     （か薬）第458号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第961号           平成28年 5月 2日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  199015,372,9 プラザ薬局国本店 〒321-2118 （調基１）第317号         平成28年 4月 1日
     宇薬1372 宇都宮市新里町１６０８番地１０ （後発調２）第385号       平成28年 4月 1日
     ９ （薬菌）第8号             平成25年 1月 1日
     028-612-3780  (028-612-3781) （在調）第36号            平成24年11月 1日
     （か薬）第144号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第747号           平成24年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200015,373,7 薬局凰宝つるた店 〒320-0851
     宇薬1373 宇都宮市鶴田町２１１番地５
     028-647-1880  (028-647-1880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201015,374,5 リーフ薬局 〒320-0003 （調基１）第586号         平成28年 4月 1日
     宇薬1374 宇都宮市豊郷台３丁目５０番４号
     028-612-6368  (028-612-6369)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  202015,375,2 カワチ薬局上三川イン〒321-0118 （調基１）第397号         平成28年 4月 1日
     宇薬1375 ター店 宇都宮市インターパーク６丁目５
     番４号
     028-657-5230  (028-657-5231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203015,376,0 戸祭薬局 〒320-0053 （調基１）第595号         平成28年 4月 1日
     宇薬1376 宇都宮市戸祭町３０３９番地１ （後発調１）第530号       平成28年 4月 1日
     028-612-6466  (028-612-6467) （在薬）第765号           平成24年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204015,377,8 きぬばし薬局 〒321-0912 （調基１）第215号         平成28年 4月 1日
     宇薬1377 宇都宮市石井町２３３８番地１ （調）第17号              平成28年 4月 1日
     028-612-6490  (028-612-6491) （後発調２）第599号       平成28年11月 1日
     （か薬）第18号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第766号           平成24年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  205015,378,6 ペパーミント薬局 〒321-3232 （調基１）第54号          平成28年 4月 1日
     宇薬1378 宇都宮市氷室町１６９１番地３ （調）第51号              平成28年 4月 1日
     028-612-6640  (028-612-6641) （後発調２）第432号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第190号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第768号           平成24年12月 3日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  206015,379,4 カワチ薬局西川田店 〒321-0151 （調基１）第268号         平成28年 4月 1日
     宇薬1379 宇都宮市西川田町８３１－１ （後発調１）第791号       平成28年 8月 1日
     028-684-0311  (028-684-0312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  207015,380,2 とちぎ薬局中央店 〒320-0811 （調基１）第367号         平成28年 4月 1日
     宇薬1380 宇都宮市大通り５丁目１－１１ （後発調１）第926号       平成29年 8月 1日
     028-612-6718  (028-612-6728) （在薬）第770号           平成25年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  208015,381,0 ファーコス薬局くじら〒320-0041 （調基１）第327号         平成28年 4月 1日
     宇薬1381 宇都宮市松原２丁目７番２５号 （調）第152号             平成29年12月 1日
     028-600-5751  (028-600-5752) （後発調２）第745号       平成30年 1月 1日
     （か薬）第161号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第773号           平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  209015,382,8 ウエルシア薬局宇都宮〒321-0135 （調基１）第339号         平成28年 4月 1日
     宇薬1382 五代店 宇都宮市五代１丁目３－７ （後発調２）第781号       平成30年 3月 1日
     028-688-1131  (028-688-1132) （在薬）第791号           平成25年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210015,384,4 薬樹薬局鶴田 〒320-0851 （調基１）第234号         平成28年 4月 1日
     宇薬1384 宇都宮市鶴田町７２０番１ （調）第140号             平成29年 7月 1日
     028-649-3265  (028-649-3266) （在調）第133号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第279号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第797号           平成25年 5月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211015,385,1 くわのは薬局 〒321-0945 （調基１）第218号         平成28年 4月 1日
     宇薬1385 宇都宮市宿郷３丁目１５番２号 （在薬）第798号           平成25年 5月 1日
     028-612-8283  (028-612-8284)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212015,386,9 ゆず薬局 〒321-0414 （調基１）第385号         平成28年 4月 1日
     宇薬1386 宇都宮市中里町３２３番地３ （調）第14号              平成28年 4月 1日
     028-680-7377  (028-680-7457) （後発調１）第704号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第82号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第799号           平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  213015,387,7 フレンド飛山調剤薬局〒321-3236 （調基１）第167号         平成28年 4月 1日
     宇薬1387 宇都宮市竹下町４３５番地３４６ （か薬）第166号           平成28年 4月 1日
     028-612-8251  (028-612-8252) （在薬）第841号           平成26年 3月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  214015,388,5 エムハート薬局みね店〒321-0942 （調基３）第30号          平成28年 4月 1日
     宇薬1388 宇都宮市峰１丁目２９番１９号 （後発調２）第456号       平成28年 4月 1日
     028-651-3696  (028-634-9101) （在薬）第803号           平成25年 6月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  215015,390,1 もみの木薬局 〒320-0043 （調基１）第308号         平成28年 4月 1日
     宇薬1390 宇都宮市桜２丁目５番１号 （後発調１）第699号       平成28年 4月 1日
     028-627-2321  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216015,391,9 オリオン薬局 〒321-0901 （調基１）第160号         平成28年 4月 1日
     宇薬1391 宇都宮市平出町４００番地７ （後発調２）第670号       平成29年 6月 1日
     028-664-2336  (028-664-1855) （か薬）第518号           平成29年10月 1日
     （在薬）第948号           平成27年12月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  217024,044,3 緑川薬局 〒326-0056 （調基１）第182号         平成28年 4月 1日
     足薬44 足利市大町５０６
     0284-42-5382  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  218024,065,8 コジマ薬局 〒326-0022 （調基１）第543号         平成28年 4月 1日
     足薬65 足利市常見町２－９－１１ （後発調１）第625号       平成28年 4月 1日
     42-9491       （か薬）第448号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第51号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219024,066,6 カメヤマ薬局 〒326-0022 （調基１）第86号          平成28年 4月 1日
     足薬66 足利市常見町下田６２２－５
     0284-44-2238  (0284-44-2338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220024,071,6 アイリス調剤薬局 〒326-0808 （調基１）第68号          平成28年 4月 1日
     足薬71 足利市本城１－１４９５－８ （調）第86号              平成28年 7月 1日
     0284-40-1558  (0284-40-1551) （後発調２）第409号       平成28年 4月 1日
     （薬菌）第5号             平成24年 4月 1日
     （在調）第54号            平成26年 4月 1日
     （か薬）第135号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第350号           平成15年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  221024,074,0 前田薬局 〒326-0806 （調基１）第180号         平成28年 4月 1日
     足薬74 足利市柳原町８５９－１ （在薬）第580号           平成20年 5月 1日
     0284-41-3278  (0284-42-6278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  222024,075,7 おおや薬局 〒326-0143 （調基１）第84号          平成28年 4月 1日
     足薬75 足利市葉鹿町１－２８－２６ （後発調２）第415号       平成28年 4月 1日
     0284-62-6241  (0284-62-6241) （か薬）第275号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第695号           平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  223024,076,5 大勝堂薬局 〒326-0053 （調基１）第550号         平成28年 4月 1日
     足薬76 足利市伊勢町１丁目２－１８
     0284-41-2264  (0284-41-2289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  224024,077,3 やまべ薬局 〒326-0831 （調基３）第146号         平成28年 4月 1日
     足薬24077 足利市堀込町２８５６－１ （後発調１）第822号       平成28年10月 1日
     0284-70-1293  (0284-72-9393) （在調）第127号           平成29年 2月 1日
     （在薬）第820号           平成25年 9月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225024,078,1 コミネ薬局小俣店 〒326-0141 （調基１）第503号         平成28年 4月 1日
     足薬24078 足利市小俣町６１６－１ （後発調２）第435号       平成28年 4月 1日
     0284-43-8883  (0284-43-8883) （か薬）第293号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第860号           平成26年 5月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226024,079,9 ともえ町薬局 〒326-0805 （調基特１）第1号         平成28年 7月 1日
     足薬24079 足利市巴町２５４１ （調）第88号              平成28年 7月 1日
     0284-64-7260  (0284-64-7269) （後発調２）第380号       平成28年 4月 1日
     （在調）第135号           平成29年 5月 1日
     （か薬）第229号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第868号           平成26年 7月16日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  227024,080,7 有限会社すけど薬局大〒326-0056 （調基１）第210号         平成28年 4月 1日
     足薬24080 町店 足利市大町１２－１１ （後発調２）第441号       平成28年 4月 1日
     0284-43-8886  (0284-43-8831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  228024,081,5 かりん薬局足利店 〒326-0843 （調基１）第138号         平成28年 4月 1日
     足薬24081 足利市五十部町７１９番地１ （後発調２）第442号       平成28年 4月 1日
     0284-20-1202  (0284-20-1203) （在薬）第936号           平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  229024,082,3 はやぶさ薬局 〒326-0831 （調基１）第18号          平成28年 4月 1日
     足薬24082 足利市堀込町１６５９番地２ （後発調２）第426号       平成28年 4月 1日
     0284-64-7977  (0284-64-7978) （か薬）第312号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第934号           平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230024,083,1 スミレ薬局 〒326-0014 （調基１）第599号         平成28年 5月 1日
     足薬24083 足利市鵤木町６－１ （後発調２）第560号       平成28年 8月 1日
     0284-64-8888  (0284-64-8889) （か薬）第509号           平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231024,084,9 日本調剤足利日赤前薬〒326-0843 （調基３）第180号         平成29年 4月 1日
     足薬24084 局 足利市五十部町２８４－１３ （後発調２）第570号       平成28年 9月 1日
     0284-20-1888  (0284-20-1889) （か薬）第436号           平成29年 1月 1日
     （在薬）第972号           平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  232024,085,6 たなか町薬局 〒326-0822 （調基１）第614号         平成28年 8月 1日
     足薬24085 足利市田中町２４番地１３ （後発調２）第596号       平成28年11月 1日
     0284-64-9230  (0284-64-9240) （在薬）第981号           平成28年 8月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  233024,086,4 アポロ薬局 〒326-0836 （調基１）第615号         平成28年 7月 1日
     足薬24086 足利市南大町４５１－１ （後発調２）第752号       平成30年 2月 1日
     0284-73-8713  (0284-73-8714) （か薬）第496号           平成29年 8月 1日
     （在薬）第975号           平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234024,087,2 ウイズ薬局 〒326-0826 （調基１）第626号         平成29年 1月 1日
     足薬24087 足利市借宿町６０９－１４ （後発調２）第651号       平成29年 4月 1日
     0284-22-7775  (0284-22-7757) （在薬）第990号           平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  235024,088,0 薬局花の雪 〒326-0845 （調基１）第667号         平成29年 6月 1日
     足薬24088 足利市大前町４５８－１
     0284-64-9333  (0284-64-9333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  236025,048,3 小松屋薬局 〒326-0814 （調基１）第270号         平成28年 4月 1日
     足薬1048 足利市通２－２６２５
     0284-21-2004  (0284-21-4065)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237025,063,2 有限会社カキヌマ薬局〒326-0801 （調基１）第592号         平成28年 4月 1日
     足薬1063 足利市有楽町８４１ （後発調２）第695号       平成29年 9月 1日
     0284-41-2569  (0284-41-4134) （か薬）第500号           平成29年 9月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  238025,082,2 グリム薬局 〒326-0143 （調基１）第145号         平成28年 4月 1日
     足薬1082 足利市葉鹿町１－３１－１ （後発調１）第541号       平成28年 4月 1日
     0284-62-7811  (0284-62-7844) （在薬）第80号            平成 8年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  239025,083,0 メイプル薬局 〒326-0331 （調基３）第100号         平成28年 4月 1日
     足薬1083 足利市福富町２０９６－１ （後発調２）第515号       平成28年 6月 1日
     0284-72-4545  (0284-72-4580) （か薬）第186号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第136号           平成10年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240025,097,0 わかば薬局 〒326-0044 （調基１）第542号         平成28年 4月 1日
     足薬1097 足利市助戸１丁目６４２－１ （後発調１）第624号       平成28年 4月 1日
     0284-42-1500  (0284-42-8258) （か薬）第484号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第299号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241025,098,8 西新井薬局 〒326-0837 （調基１）第190号         平成28年 4月 1日
     足薬1098 足利市西新井町３１８４－４ （後発調１）第835号       平成28年10月 1日
     0284-70-3477  (0284-73-3486)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  242025,101,0 わかば薬局葉鹿店 〒326-0143 （調基１）第541号         平成28年 4月 1日
     足薬1101 足利市葉鹿町３３３ （後発調２）第602号       平成28年12月 1日
     0284-65-0033  (0284-65-0034) （か薬）第263号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第300号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  243025,102,8 スター薬局 〒326-0141 （調基１）第202号         平成28年 4月 1日
     足薬1102 足利市小俣町１７９２－１５ （後発調２）第387号       平成28年 4月 1日
     0284-62-9711  (0284-62-9712) （か薬）第307号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第266号           平成13年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  244025,104,4 伊勢町あずま通り調剤〒326-0053 （調基３）第76号          平成28年 4月 1日
     足薬1104 薬局 足利市伊勢町２－１３－２０ （後発調２）第516号       平成28年 6月 1日
     0284-44-0944  (0284-44-0944) （在薬）第278号           平成13年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245025,106,9 かみや調剤薬局足利店〒326-0006 （調基２）第24号          平成28年 4月 1日
     足薬1106 足利市利保町３丁目７－４ （後発調２）第769号       平成30年 3月 1日
     0284-43-3331  (0284-43-3332) （薬菌）第1号             平成14年 8月 1日
     （在調）第87号            平成28年 1月 1日
     （か薬）第286号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第324号           平成14年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246025,107,7 かみや調剤薬局足利南〒326-0831 （調基１）第178号         平成28年 4月 1日
     足薬1107 店 足利市堀込町１８８－１ （後発調２）第439号       平成28年 4月 1日
     0284-70-3077  (0284-70-3078) （か薬）第125号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第325号           平成14年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247025,108,5 シロタ薬局 〒326-0033 （調基１）第82号          平成28年 4月 1日
     足薬1108 足利市花園町２５番地 （か薬）第189号           平成28年 4月 1日
     0284-44-6116  (0284-44-6106) （在薬）第329号           平成14年10月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  248025,112,7 ミント薬局 〒326-0015 （調基１）第510号         平成28年 4月 1日
     足薬1112 足利市八椚町４９２－３ （後発調１）第751号       平成28年 6月 1日
     0284-44-7511  (0284-44-7512) （か薬）第281号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第415号           平成17年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  249025,118,4 こぐれ調剤薬局 〒326-0053 （調基２）第43号          平成28年 4月 1日
     足薬1118 足利市伊勢町１－３－１ （後発調１）第507号       平成28年 4月 1日
     0284-40-1516  (0284-40-1517) （か薬）第389号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第456号           平成18年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250025,119,2 ハーブ薬局 〒326-0824 （調基２）第13号          平成28年 4月 1日
     足薬1119 足利市八幡町１丁目９－１０　Ｐ （か薬）第226号           平成28年 4月 1日
     ＬＡＺＡ　ＦＳビル
     0284-70-0515  (0284-70-0223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  251025,120,0 共創未来みやまえ薬局〒326-0337 （調基３）第145号         平成28年 4月 1日
     足薬1120 足利市島田町８２２番地７ （か薬）第405号           平成28年 9月 1日
     0284-70-4193  (0284-73-2593) （在薬）第476号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  252025,122,6 鹿島中央薬局 〒326-0844 （調基３）第57号          平成28年 4月 1日
     足薬1122 足利市鹿島町５００－３ （後発調２）第659号       平成29年 5月 1日
     0284-65-0301  (0284-65-0302) （在調）第161号           平成30年 1月 1日
     （か薬）第520号           平成29年11月 1日
     （在薬）第442号           平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  253025,124,2 そうごう薬局富田店 〒329-4214 （調基１）第136号         平成28年 4月 1日
     足薬1124 足利市多田木町１３４－２ （調）第54号              平成28年 4月 1日
     0284-90-2151  (0284-91-3272) （後発調１）第793号       平成28年 8月 1日
     （か薬）第193号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第575号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254025,125,9 エムハート薬局ほりご〒326-0831 （調基３）第60号          平成28年 4月 1日
     足薬1125 め店 足利市堀込町２７６０－４ （後発調２）第714号       平成29年11月 1日
     0284-70-0860  (0284-70-0861) （か薬）第522号           平成29年11月 1日
     （在薬）第533号           平成19年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  255025,126,7 ウエルシア薬局足利朝〒326-0822 （調基１）第300号         平成28年 4月 1日
     足薬1126 倉店 足利市田中町３０－３ （後発調２）第587号       平成28年10月 1日
     0284-70-0662  (0284-70-0672) （在薬）第895号           平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256025,127,5 エムズ薬局 〒326-0058 （調基２）第3号           平成28年 4月 1日
     足薬1127 足利市元学町８２９－２０ （後発調２）第455号       平成28年 4月 1日
     0284-43-2912  (0284-43-2913) （薬菌）第15号            平成26年 8月 1日
     （在調）第1号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第109号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第443号           平成17年11月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  257025,128,3 十字堂薬局 〒326-0338 （調基１）第396号         平成28年 4月 1日
     足薬1128 足利市福居町１８１－３ （調）第70号              平成28年 4月 1日
     0284-70-6377  (0284-70-6387) （後発調２）第379号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第287号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第453号           平成18年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  258025,129,1 コスモ調剤薬局足利南〒326-0831 （調基１）第422号         平成28年 4月 1日
     足薬1129 店 足利市堀込町９４－３ （後発調１）第657号       平成28年 4月 1日
     0284-70-6590  (0284-70-6595) （在薬）第478号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  259025,130,9 株式会社エフアンドエ〒326-0802 （調基３）第103号         平成28年 4月 1日
     足薬1130 フ　いちょう薬局 足利市旭町７７２－２２ （後発調２）第636号       平成29年 3月 1日
     0284-40-1080  (0284-40-1081) （在薬）第666号           平成22年 4月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260025,131,7 中央薬局足利店 〒326-0338 （調基１）第485号         平成28年 4月 1日
     足薬1131 足利市福居町１５７－４ （調）第47号              平成28年 4月 1日
     0284-73-2002  (0284-73-2003) （後発調２）第420号       平成28年 4月 1日
     （薬菌）第61号            平成29年 1月 1日
     （在調）第35号            平成24年 8月 1日
     （か薬）第197号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第552号           平成24年 2月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  261025,132,5 クオール薬局足利店 〒326-0335 （調基３）第149号         平成28年 4月 1日
     足薬1132 足利市上渋垂町３３５－１ （か薬）第261号           平成28年 4月 1日
     0284-73-7720  (0284-73-7722) （在薬）第537号           平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262025,133,3 シリウス薬局 〒326-0831 （調基１）第204号         平成28年 4月 1日
     足薬1133 足利市堀込町９２－３ （在薬）第608号           平成20年10月 1日
     0284-71-0004  (0284-71-1317)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  263025,135,8 足利調剤薬局 〒326-0056 （調基１）第251号         平成28年 4月 1日
     足薬1135 足利市大町７番地９ （後発調２）第588号       平成28年10月 1日
     0284-42-0077  (0284-42-0077) （在薬）第604号           平成20年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264025,137,4 日本調剤足利薬局 〒326-0822 （調基特１）第3号         平成29年 1月 1日
     足薬1137 足利市田中町９９－７ （調）第105号             平成29年 1月 1日
     0284-70-3315  (0284-70-3316) （後発調１）第830号       平成28年10月 1日
     （在調）第24号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第178号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第615号           平成21年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265025,138,2 スズラン薬局 〒326-0144 （調基１）第193号         平成28年 4月 1日
     足薬1138 足利市葉鹿南町１３－１０ （後発調１）第905号       平成29年 7月 1日
     0284-22-8175  (0284-22-8176) （か薬）第225号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第616号           平成21年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  266025,140,8 ライフ薬局 〒326-0822 （調基１）第85号          平成28年 4月 1日
     足薬1140 足利市田中町９０７－５ （後発調２）第595号       平成28年11月 1日
     0284-64-8478  (0284-64-8479) （か薬）第485号           平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  267025,142,4 カワチ薬局足利西店 〒326-0826 （調基１）第405号         平成28年 4月 1日
     足薬1142 足利市借宿町５５７－１ （後発調２）第737号       平成30年 1月 1日
     0284-70-5812  (0284-70-5813)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268025,144,0 ジャスミン薬局 〒326-0143 （調基１）第81号          平成28年 4月 1日
     足薬1144 足利市葉鹿町１－１６－１２ （後発調２）第540号       平成28年 7月 1日
     0284-64-8180  (0284-64-8181) （か薬）第256号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第973号           平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  269025,145,7 ウエルシア薬局足利大〒326-0845 （調基１）第340号         平成28年 4月 1日
     足薬1145 前店 足利市大前町８２７－１ （後発調２）第665号       平成29年 5月 1日
     0284-65-0337  (0284-65-0338) （在薬）第881号           平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  270025,146,5 カワチ薬局足利北店 〒326-0063 （調基１）第579号         平成28年 4月 1日
     足薬1146 足利市新山町２２３３－１ （後発調１）第893号       平成29年 5月 1日
     0284-40-1227  (0284-40-1228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  271025,147,3 中央薬局足利日赤店 〒326-0843 （調基１）第185号         平成28年 4月 1日
     足薬1147 足利市五十部町２８４－１３足利 （後発調１）第749号       平成28年 6月 1日
     市薬局施設２号 （か薬）第119号           平成28年 4月 1日
     0284-64-8944  (0284-64-8946) （在薬）第712号           平成23年 7月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272025,152,3 調剤薬局マツモトキヨ〒326-0843 （調基２）第47号          平成29年 8月 1日
     足薬1152 シ足利日赤店 足利市五十部町２８４番地１３ （後発調２）第768号       平成30年 3月 1日
     0284-20-1107  (0284-20-1107)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  273025,155,6 うさぎ調剤薬局相生店〒326-0052 （調基１）第281号         平成28年 4月 1日
     足薬1155 足利市相生町３８７－１ （在薬）第731号           平成24年 3月21日
     0284-64-8280  (0284-64-8366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  274025,156,4 サンテ薬局 〒326-0826 （調基１）第128号         平成28年 4月 1日
     足薬1156 足利市借宿町６０９番３ （後発調２）第589号       平成28年10月 1日
     0284-43-8905  (0284-43-8906) （在調）第45号            平成25年 9月 1日
     （か薬）第112号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第760号           平成24年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  275025,157,2 コスモファーマ薬局足〒326-0822 （調基３）第77号          平成28年 4月 1日
     足薬1157 利田中店 足利市田中町８１６－２ （後発調２）第458号       平成28年 4月 1日
     0284-64-9214  (0284-64-9215) （在薬）第759号           平成24年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  276025,158,0 ファーコス薬局しらゆ〒326-0143 （調基３）第121号         平成28年 4月 1日
     足薬1158 り 足利市葉鹿町１丁目１０－３ （後発調２）第475号       平成28年 4月 1日
     0284-65-1135  (0284-65-1136) （か薬）第535号           平成30年 1月 1日
     （在薬）第774号           平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277025,159,8 ファーコス薬局おりひ〒326-0843 （調基３）第139号         平成28年 4月 1日
     足薬1159 め 足利市五十部町２８４番地１３ （後発調１）第904号       平成29年 7月 1日
     0284-21-8611  (0284-21-8618) （在薬）第775号           平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  278025,160,6 ファーコス薬局アイシ〒326-0845 （調基１）第328号         平成28年 4月 1日
     足薬1160 ー 足利市大前町１２７７－３ （後発調２）第469号       平成28年 4月 1日
     0284-65-0323  (0284-65-0324) （か薬）第95号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第776号           平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  279025,161,4 ファーコス薬局レイン〒326-0045 （調基３）第143号         平成28年 4月 1日
     足薬1161 ボー 足利市千歳町６６－２ （後発調２）第535号       平成28年 7月 1日
     0284-40-3385  (0284-40-3386) （在薬）第781号           平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280025,162,2 ファーコス薬局こばと〒326-0824 （調基３）第120号         平成28年 4月 1日
     足薬1162 足利市八幡町１丁目７番地２ （後発調２）第767号       平成30年 3月 1日
     0284-72-5511  (0284-70-6210) （在調）第41号            平成25年 1月 1日
     （か薬）第543号           平成30年 1月 1日
     （在薬）第777号           平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  281025,163,0 ファーコス薬局さとや〒326-0835 （調基３）第122号         平成28年 4月 1日
     足薬1163 ば 足利市里矢場町１９８８－６ （後発調２）第525号       平成28年 6月 1日
     0284-70-3170  (0284-70-3175) （か薬）第536号           平成30年 1月 1日
     （在薬）第778号           平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  282025,164,8 スバル薬局 〒326-0051 （調基１）第480号         平成28年 4月 1日
     足薬1164 足利市大橋町１－１８２５－３３ （在薬）第805号           平成25年 7月 1日
     0284-43-1977  (0284-43-1978)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  283025,166,3 グリーン薬局 〒326-0814 （調基１）第239号         平成28年 4月 1日
     足薬1166 足利市通２－２６４４－１ （後発調１）第828号       平成28年10月 1日
     0284-64-7801  (0284-64-7802) （か薬）第150号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第844号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  284025,167,1 コスモファーマ薬局大〒326-0005 （調基３）第3号           平成28年 4月 1日
     足薬1167 月町店 足利市大月町９２２－１ （後発調１）第658号       平成28年 4月 1日
     0284-64-9781  (0284-64-9782) （在薬）第819号           平成25年 9月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  285034,029,2 新栃木薬局 〒328-0012 （調基１）第539号         平成28年 4月 1日
     木薬29 栃木市平柳町１－１０－１４ （後発調２）第414号       平成28年 4月 1日
     0282-23-1244  (0282-23-1268) （か薬）第288号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第161号           平成10年 8月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  286034,046,6 はこの森調剤薬局 〒328-0075 （調基１）第582号         平成28年 4月 1日
     木薬46 栃木市箱森町１－２７ （後発調１）第937号       平成29年10月 1日
     0282-24-4125  (0282-24-4153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  287034,048,2 神山薬局 〒328-0123 （調基１）第181号         平成28年 4月 1日
     木薬48 栃木市川原田町１３６－４
     0282-22-2278  (0282-22-2278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288034,051,6 品田薬局 〒328-0072 （調基１）第75号          平成28年 4月 1日
     木薬51 栃木市嘉右衛門町５番２２号 （在薬）第206号           平成11年10月15日
     0282-22-1237  (0282-22-1461)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  289034,054,0 ローズ薬局 〒328-0043 （調基１）第525号         平成28年 4月 1日
     木薬34054 栃木市境町２１－２７ （後発調２）第761号       平成30年 3月 1日
     0282-20-6011  (0282-20-6788) （か薬）第317号           平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  290034,055,7 みずしろ調剤薬局 〒329-4423 （調基２）第45号          平成29年 4月 1日
     木薬34055 栃木市大平町西水代１８３４－１ （調）第32号              平成28年 4月 1日
     0282-43-0102  (0282-43-0069) （後発調２）第508号       平成28年 5月 1日
     （在調）第147号           平成29年 9月 1日
     （か薬）第86号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第869号           平成26年 7月22日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  291034,056,5 あい調剤薬局 〒328-0075 （調基１）第500号         平成28年 4月 1日
     木薬34056 栃木市箱森町３８－７３ （後発調１）第881号       平成29年 4月 1日
     0282-20-5818  (0282-20-6818) （在薬）第896号           平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  292034,057,3 コスモ薬局大平南店 〒329-4425 （調基１）第2号           平成28年 4月 1日
     木薬34057 栃木市大平町新１４７１－４ （後発調２）第472号       平成28年 4月 1日
     0282-45-2022  (0282-45-2023) （在薬）第905号           平成27年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  293034,058,1 ウエルシア薬局栃木日〒328-0031 （調基１）第342号         平成28年 4月 1日
     木薬34058 の出町店 栃木市日ノ出町５番１４号 （後発調２）第697号       平成29年 9月 1日
     0282-20-3911  (0282-20-3912) （在薬）第914号           平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  294034,059,9 大沢調剤薬局神田町店〒328-0032 （調基１）第448号         平成28年 4月 1日
     木薬34059 栃木市神田町２１－１７ （調）第87号              平成28年 7月 1日
     0282-51-1220  (0282-51-1562) （後発調２）第386号       平成28年 4月 1日
     （在調）第115号           平成28年 9月 1日
     （か薬）第7号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第922号           平成27年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  295034,060,7 カワチ薬局都賀インタ〒328-0011 （調基１）第402号         平成28年 4月 1日
     木薬34060 ー店 栃木市大宮町２８１５ （後発調２）第531号       平成28年 7月 1日
     0282-29-3510  (0282-29-3520) （在薬）第1004号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  296034,061,5 ふきあげ薬局 〒328-0125 （調基１）第15号          平成28年 4月 1日
     木薬34061 栃木市吹上町１６４２番２１ （後発調２）第446号       平成28年 4月 1日
     0282-21-8348  (0282-21-8349) （在薬）第946号           平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  297034,062,3 さくら薬局栃木日ノ出〒328-0031 （調基３）第81号          平成28年 4月 1日
     木薬34062 店 栃木市日ノ出町６－６ （後発調２）第725号       平成29年12月 1日
     0282-24-7782  (0282-25-3496) （か薬）第38号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第949号           平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  298034,064,9 しもつが薬局大平町店〒329-4407 （調基１）第602号         平成28年 5月 1日
     木薬34064 栃木市大平町川連４１９－９ （後発調１）第856号       平成29年 1月 1日
     0282-28-6355  (0282-22-7055) （在薬）第1017号          平成29年 6月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299034,065,6 あすなろ薬局 〒329-4407 （調基１）第603号         平成28年 5月 1日
     木薬34065 栃木市大平町川連字牛久堺４１９ （後発調１）第800号       平成28年 8月 1日
     －１０ （か薬）第532号           平成29年11月 1日
     0282-28-6699  (0282-28-6696) （在薬）第960号           平成28年 5月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300034,066,4 日本調剤しもつが薬局〒329-4401 （調基３）第177号         平成29年 4月 1日
     木薬34066 栃木市大平町牛久４７１－１ （調）第83号              平成28年 5月 1日
     0282-20-8005  (0282-22-2191) （後発調２）第532号       平成28年 5月 1日
     （薬菌）第36号            平成28年12月 1日
     （在調）第110号           平成28年 5月 1日
     （か薬）第378号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第971号           平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  301034,067,2 ふたば薬局しもつが 〒329-4401 （調基１）第606号         平成28年 5月 1日
     木薬34067 栃木市大平町牛久４５３－１ （後発調２）第765号       平成30年 3月 1日
     0282-20-1160  (0282-20-1167) （在薬）第968号           平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  302034,068,0 そらいろ調剤薬局 〒329-4425 （調基１）第629号         平成28年12月 1日
     木薬34068 栃木市大平町新１０６５－２ （後発調２）第613号       平成28年12月 1日
     0282-21-8240  (0282-21-8241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  303034,070,6 ＳＦＣ薬局箱森店 〒328-0075 （調基３）第187号         平成29年 7月 1日
     木薬34070 栃木市箱森町５１－３８ （後発調２）第687号       平成29年 7月 1日
     0282-20-1789  (0282-25-1898) （か薬）第538号           平成29年12月 1日
     （在薬）第1026号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  304034,071,4 大沢調剤薬局駅南店 〒328-0042 （調基１）第681号         平成29年10月 1日
     木薬34071 栃木市沼和田町１０－１５ （後発調２）第738号       平成30年 1月 1日
     0282-20-0100  (0282-20-0101) （在薬）第1039号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  305034,072,2 祝町薬局 〒328-0052 （調基１）第684号         平成29年10月 1日
     木薬34072 栃木市祝町４－３０ （後発調２）第750号       平成30年 2月 1日
     0282-20-2000  (0282-20-2005)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  306034,073,0 コムファ薬局しもつが〒329-4401 （調基１）第688号         平成29年11月 1日
     木薬34073 栃木市大平町牛久１９９－５
     0282-20-1010  (0282-20-1011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  307034,074,8 うずま調剤薬局 〒328-0045 （調基１）第691号         平成29年12月 1日
     木薬34074 栃木市湊町１２番地６ （在薬）第1047号          平成29年12月 1日
     0282-20-0130  (0282-20-0131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  308035,007,7 有限会社伯林堂薬局 〒328-0014 （調基１）第499号         平成28年 4月 1日
     木薬1007 栃木市泉町２－２１ （在薬）第162号           平成10年 8月 1日
     0282-22-0243  (0282-22-0243)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  309035,037,4 大沢調剤薬局片柳店 〒328-0053 （調基１）第188号         平成28年 4月 1日
     木薬1037 栃木市片柳町１－６－３５ （調）第11号              平成28年 4月 1日
     0282-22-7788  (0282-23-3111) （薬菌）第4号             平成22年 8月 1日
     （在調）第11号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第19号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第39号            平成 7年 7月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  310035,042,4 大沢調剤薬局薗部店 〒328-0074 （調基１）第391号         平成28年 4月 1日
     木薬1042 栃木市薗部町１－１－４ （調）第43号              平成28年 4月 1日
     0282-25-0050  (0282-25-0051) （在調）第60号            平成26年 8月 1日
     （か薬）第183号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第40号            平成 7年 7月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  311035,050,7 大沢調剤薬局西支店 〒328-0053 （調基１）第392号         平成28年 4月 1日
     木薬1050 栃木市片柳町１－３－５ （調）第8号               平成28年 4月 1日
     0282-25-2424  (0282-25-2425) （在調）第94号            平成28年 3月 1日
     （か薬）第17号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第41号            平成 7年 7月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  312035,053,1 大沢調剤薬局万町店 〒328-0015 （調基１）第205号         平成28年 4月 1日
     木薬1053 栃木市万町１８－１ （調）第50号              平成28年 4月 1日
     0282-25-3222  (0282-25-3223) （在調）第105号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第187号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第44号            平成 7年 9月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  313035,054,9 有限会社小林薬局 〒328-0041 （調基１）第305号         平成28年 4月 1日
     木薬1054 栃木市河合町９－９
     0282-22-0353  (0282-22-0353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  314035,056,4 有限会社ウシク薬局 〒328-0036 （調基１）第41号          平成28年 4月 1日
     木薬1056 栃木市室町１－２２
     0282-22-4033  (0282-22-0735)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  315035,057,2 ウシク薬局箱森店 〒328-0075 （調基１）第21号          平成28年 4月 1日
     木薬1057 栃木市箱森町６－２７
     0282-24-0539  (0282-24-6717)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  316035,059,8 スズラン薬局 〒328-0043 （調基３）第111号         平成28年 4月 1日
     木薬1059 栃木市境町２１番８号 （後発調２）第553号       平成28年 7月 1日
     0282-24-1192  (0282-24-2151) （薬菌）第28号            平成28年 7月 1日
     （か薬）第141号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第138号           平成10年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  317035,060,6 つくし調剤薬局 〒328-0015 （調基１）第509号         平成28年 4月 1日
     木薬1060 栃木市万町１７－１１ （調）第6号               平成28年 4月 1日
     0282-20-1200  (0282-20-1213) （後発調２）第594号       平成28年11月 1日
     （か薬）第80号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第767号           平成24年11月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  318035,062,2 有限会社ディ・カスタ〒328-0075 （調基１）第589号         平成28年 4月 1日
     木薬1062 ーニエ　くら薬局 栃木市箱森町２５－６９ （調）第27号              平成28年 4月 1日
     0282-25-4005  (0282-25-4008) （後発調１）第551号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第102号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第301号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  319035,069,7 さくら薬局 〒328-0053 （調基１）第261号         平成28年 4月 1日
     木薬1069 栃木市片柳町１－１５－２３ （か薬）第304号           平成28年 4月 1日
     0282-25-3050  (0282-25-3056) （在薬）第211号           平成12年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320035,072,1 ひまわり薬局 〒328-0133 （調基３）第112号         平成28年 4月 1日
     木薬1072 栃木市大森町４４４－７ （薬菌）第27号            平成28年 7月 1日
     0282-30-1088  (0282-30-1063) （在調）第140号           平成29年 7月 1日
     （か薬）第2号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第220号           平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  321035,078,8 つばめ薬局 〒328-0042 （調基１）第257号         平成28年 4月 1日
     木薬1078 栃木市沼和田町４１－３８ （後発調１）第900号       平成29年 6月 1日
     0282-20-1261  (0282-20-1262) （か薬）第269号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第203号           平成11年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  322035,079,6 大沢調剤薬局今泉店 〒328-0027 （調基１）第393号         平成28年 4月 1日
     木薬1079 栃木市今泉町２－９－２３ （在調）第64号            平成26年10月 1日
     0282-29-1166  (0282-29-1167) （か薬）第28号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第233号           平成12年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  323035,084,6 アップル薬局はこのも〒328-0075 （調基１）第20号          平成28年 4月 1日
     木薬1084 り店 栃木市箱森町５３－３０ （調）第127号             平成29年 5月 1日
     0282-20-7363  (0282-20-7365) （後発調１）第615号       平成28年 4月 1日
     （在調）第46号            平成25年 9月 1日
     （か薬）第462号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第457号           平成18年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  324035,086,1 有限会社小林薬局箱森〒328-0075 （調基２）第6号           平成28年 4月 1日
     木薬1086 店 栃木市箱森町３４－１８
     0282-23-6585  (0282-23-6585)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  325035,087,9 カワチ薬局栃木インタ〒328-0075 （調基１）第568号         平成28年 4月 1日
     木薬1087 ー店 栃木市箱森町３８－６３
     0282-20-6664  (0282-20-6662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  326035,089,5 大沢調剤薬局日ノ出町〒328-0031 （調基１）第394号         平成28年 4月 1日
     木薬1089 店 栃木市日ノ出町９－１０ （調）第21号              平成28年 4月 1日
     0282-23-5538  (0282-23-5539) （在調）第104号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第10号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第401号           平成16年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  327035,093,7 めぐみ薬局片柳店 〒328-0053 （調基１）第42号          平成28年 4月 1日
     木薬1093 栃木市片柳町１丁目字塚田９０５ （在薬）第392号           平成16年 5月15日
     番５
     0282-20-6670  (0282-20-6955)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  328035,096,0 大沢調剤薬局本町店 〒328-0034 （調基１）第162号         平成28年 4月 1日
     木薬1096 栃木市本町１６－６ （調）第45号              平成28年 4月 1日
     0282-20-1303  (0282-20-1304) （後発調２）第383号       平成28年 4月 1日
     （在調）第111号           平成28年 7月 1日
     （か薬）第124号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第444号           平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  329035,098,6 ウエルシア薬局栃木駅〒328-0041 （調基１）第352号         平成28年 4月 1日
     木薬1098 前店 栃木市河合町３－１桐屋ビル （在薬）第471号           平成18年 3月 1日
     0282-20-7288  (0282-20-7388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330035,099,4 ウイン調剤城内町薬局〒328-0033 （調基１）第246号         平成28年 4月 1日
     木薬1099 栃木市城内町２－２５－２３ （在薬）第486号           平成18年 5月 1日
     0282-20-1311  (0282-20-1331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  331035,100,0 ピーチ薬局 〒328-0012 （調基３）第113号         平成28年 4月 1日
     木薬1100 栃木市平柳町２－９－１７ （後発調１）第518号       平成28年 4月 1日
     0282-29-1170  (0282-29-1172) （薬菌）第31号            平成28年 7月 1日
     （在薬）第649号           平成22年 1月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  332035,101,8 しらかば薬局 〒328-0017 （調基１）第436号         平成28年 4月 1日
     木薬1101 栃木市錦町７－４８ （後発調２）第657号       平成29年 5月 1日
     0282-20-8282  (0282-20-8281) （か薬）第506号           平成29年 9月 1日
     （在薬）第560号           平成20年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  333035,102,6 ワイアンドワイ薬局栃〒328-0071 （調基１）第526号         平成28年 4月 1日
     木薬1102 木店 栃木市大町字蟹田１３４５－３ （か薬）第461号           平成29年 5月 1日
     0282-24-9996  (0282-24-9996) （在薬）第506号           平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  334035,103,4 保険調剤ひかり薬局 〒328-0075 （調基１）第275号         平成28年 4月 1日
     木薬1103 栃木市箱森町２５－７３
     0282-22-8017  (0282-22-8017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  335035,105,9 コスモ薬局 〒328-0123 （調基１）第644号         平成29年 4月 1日
     木薬1105 栃木市川原田町１９９－７ （調）第113号             平成29年 4月 1日
     0282-25-2277  (0282-23-4328) （後発調２）第608号       平成29年 1月 1日
     （在調）第154号           平成29年10月 1日
     （か薬）第231号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第530号           平成19年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  336035,107,5 アーチ薬局 〒328-0124 （調基１）第144号         平成28年 4月 1日
     木薬1107 栃木市野中町１３８１－１４ （後発調１）第956号       平成29年12月 1日
     0282-24-1630  (0282-24-1640) （在薬）第581号           平成20年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  337035,109,1 ワイアンドワイ薬局栃〒328-0024 （調基１）第527号         平成28年 4月 1日
     木薬1109 木南店 栃木市樋ノ口町３９６番１７号 （調）第151号             平成29年11月 1日
     0282-24-0657  (0282-24-0657) （在調）第157号           平成29年11月 1日
     （か薬）第371号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第598号           平成20年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  338035,114,1 なごみ薬局 〒328-0072 （調基１）第432号         平成28年 4月 1日
     木薬1114 栃木市嘉右衛門町１０－１９ （在薬）第835号           平成26年 3月18日
     0282-20-8627  (0282-20-7487)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339035,115,8 今野調剤薬局栃木店 〒328-0041 （調基１）第457号         平成28年 4月 1日
     木薬1115 栃木市河合町９－９ （後発調２）第722号       平成29年12月 1日
     0282-22-2034  (0282-24-5537) （在薬）第691号           平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  340035,117,4 あゆみ薬局 〒328-0027 （調基１）第399号         平成28年 4月 1日
     木薬1117 栃木市今泉町１－５－１１ （後発調２）第384号       平成28年 4月 1日
     0282-27-0157  (0282-27-0257) （薬菌）第73号            平成30年 1月 1日
     （在調）第12号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第552号           平成30年 2月 1日
     （在薬）第693号           平成22年 9月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  341035,118,2 大沢調剤薬局大平店 〒329-4425 （調基１）第442号         平成28年 4月 1日
     木薬1118 栃木市大平町新１５４０－１８３ （調）第9号               平成28年 4月 1日
     0282-45-1900  (0282-45-1901) （在調）第79号            平成27年11月 1日
     （か薬）第26号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第701号           平成23年 4月18日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  342035,121,6 コスモ薬局大平店 〒329-4404 （調基１）第372号         平成28年 4月 1日
     木薬1121 栃木市大平町富田５番地２２７ （調）第80号              平成28年 6月 1日
     0282-45-1361  (0282-45-1362) （後発調２）第578号       平成28年10月 1日
     （在調）第155号           平成29年10月 1日
     （か薬）第274号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第711号           平成23年 7月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  343035,122,4 グレイス薬局 〒328-0072 （調基１）第217号         平成28年 4月 1日
     木薬1122 栃木市嘉右衛門町６－９ （後発調１）第641号       平成28年 4月 1日
     0282-28-6670  (0282-28-6671) （在薬）第721号           平成23年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  344035,123,2 イオン薬局栃木店 〒328-0075 （調基１）第242号         平成28年 4月 1日
     木薬1123 栃木市箱森町３７－９ （後発調１）第931号       平成29年 9月 1日
     0282-22-7730  (0282-23-5812) （在薬）第815号           平成25年 8月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  345035,124,0 おおるり薬局 〒328-0014 （調基１）第216号         平成28年 4月 1日
     木薬1124 栃木市泉町２１番３－１号 （後発調２）第568号       平成28年 9月 1日
     0282-28-6659  (0282-28-6649) （在薬）第736号           平成24年 4月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  346035,125,7 日の出薬局 〒328-0031 （調基１）第450号         平成28年 4月 1日
     木薬1125 栃木市日ノ出町１番４号 （後発調２）第486号       平成28年 4月 1日
     0282-21-7833  (0282-21-7834) （在薬）第837号           平成26年 3月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  347035,126,5 カワチ薬局大平店 〒329-4406 （調基１）第581号         平成28年 4月 1日
     木薬1126 栃木市大平町下皆川２９９－１ （後発調１）第848号       平成28年12月 1日
     0282-45-2550  (0282-45-2551) （か薬）第411号           平成28年11月 1日
     （在薬）第1005号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  348035,127,3 ファーコス薬局片柳 〒328-0053 （調基１）第355号         平成28年 4月 1日
     木薬1127 栃木市片柳町４丁目１５番２９号 （調）第114号             平成29年 4月 1日
     0282-23-6818  (0282-23-6820) （後発調２）第713号       平成29年11月 1日
     （在調）第121号           平成28年10月 1日
     （か薬）第423号           平成28年12月 1日
     （在薬）第779号           平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  349035,129,9 ワイアンドワイ薬局神〒328-0032 （調基１）第6号           平成28年 4月 1日
     木薬1129 田町店 栃木市神田町字神田７７９－３４ （後発調１）第717号       平成28年 5月 1日
     0282-25-6636  (0282-25-6636) （か薬）第480号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第932号           平成27年10月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  350035,130,7 そうごう薬局栃木店 〒328-0011 （調基３）第55号          平成28年 4月 1日
     木薬1130 栃木市大宮町字中古洞５１－４ （後発調２）第552号       平成28年 7月 1日
     0282-29-6251  (0282-27-1888) （か薬）第537号           平成29年12月 1日
     （在薬）第804号           平成25年 7月29日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  351035,131,5 大町調剤薬局 〒328-0071 （調基１）第573号         平成28年 4月 1日
     木薬1131 栃木市大町２７番２４号 （調）第85号              平成28年 7月 1日
     0282-25-0710  (0282-25-1060) （後発調２）第492号       平成28年 6月 1日
     （か薬）第91号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第807号           平成25年 7月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  352044,036,5 小林薬局 〒327-0846 （調基１）第286号         平成28年 4月 1日
     佐薬36 佐野市若松町３４８ （在薬）第140号           平成10年 7月 1日
     0283-22-1291  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  353044,038,1 大山漢方堂薬局 〒327-0023 （調基１）第512号         平成28年 4月 1日
     佐薬38 佐野市金屋仲町２４３２
     0283-22-1574  (0283-22-1574)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  354044,040,7 プラザ薬局 〒327-0844 （調基１）第496号         平成28年 4月 1日
     佐薬40 佐野市富岡町１６６３－２
     0283-24-5020  (0283-24-5022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  355044,042,3 みどり薬局 〒327-0021 （調基１）第27号          平成28年 4月 1日
     佐薬42 佐野市伊賀町４４ （在薬）第619号           平成21年 4月 1日
     0283-21-4197  (0283-21-4197)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  356044,043,1 コスモ薬局 〒327-0803 （調基１）第29号          平成28年 4月 1日
     佐薬44043 佐野市犬伏新町１３０６－８ （後発調２）第632号       平成29年 3月 1日
     0283-85-9550  (0283-85-9551) （か薬）第426号           平成28年11月 1日
     （在薬）第832号           平成26年 2月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  357044,044,9 オリーブ薬局多田店 〒327-0311 （調基３）第97号          平成28年 4月 1日
     佐薬44044 佐野市多田町５５５－２ （後発調２）第377号       平成28年 4月 1日
     0283-86-8000  (0283-86-8001) （薬菌）第29号            平成28年 7月 1日
     （か薬）第277号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第871号           平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  358044,045,6 イオン薬局佐野新都市〒327-0821 （調基１）第637号         平成29年 4月 1日
     佐薬44045 店 佐野市高萩町１３２４－１イオン （後発調２）第669号       平成29年 6月 1日
     佐野新都市店１Ｆ （か薬）第542号           平成30年 1月 1日
     0283-20-5252  (0283-20-5622) （在薬）第928号           平成27年 9月 3日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  359044,046,4 佐野調剤薬局 〒327-0024 （調基３）第108号         平成28年 4月 1日
     佐薬44046 佐野市亀井町２６０７－１ （後発調２）第510号       平成28年 5月 1日
     0283-21-0034  （在薬）第927号           平成27年 9月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  360044,047,2 カワチ薬局佐野西店 〒327-0843 （調基１）第126号         平成28年 4月 1日
     佐薬44047 佐野市堀米町１７２８－１ （後発調２）第689号       平成29年 8月 1日
     0283-20-8170  (0283-20-8171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  361044,048,0 ウエルシア薬局佐野植〒327-0832 （調基１）第13号          平成28年 4月 1日
     佐薬44048 上店 佐野市植上町１７８６番地２ （後発調２）第662号       平成29年 5月 1日
     0283-20-5030  (0283-20-5031) （在薬）第952号           平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  362044,049,8 さくら薬局堀米店 〒327-0843 （調基３）第168号         平成29年 1月 1日
     佐薬44049 佐野市堀米町１６６１－１ （後発調２）第617号       平成29年 2月 1日
     0283-86-9191  (0283-86-9192) （薬菌）第33号            平成28年 9月 1日
     （在薬）第980号           平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  363044,050,6 日本調剤佐野薬局 〒327-0843 （調基３）第185号         平成29年 9月 1日
     佐薬44050 佐野市堀米町１６６４ （後発調２）第679号       平成29年 7月 1日
     0283-86-9910  (0283-86-9911) （か薬）第515号           平成29年10月 1日
     （在薬）第1014号          平成29年 5月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  364044,051,4 かみや薬局 〒327-0843 （調基１）第641号         平成29年 4月 1日
     佐薬44051 佐野市堀米町１７２３－４ （後発調２）第715号       平成29年11月 1日
     0283-21-1818  (0283-21-1819) （在薬）第1001号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  365044,052,2 あきやま薬局 〒327-0843 （調基１）第642号         平成29年 4月 1日
     佐薬44052 佐野市堀米町３９６６－１ （後発調２）第683号       平成29年 7月 1日
     0283-25-8882  (0283-25-8883) （か薬）第553号           平成30年 2月 1日
     （在薬）第1022号          平成29年 7月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  366044,053,0 オリーブ薬局堀米店 〒327-0843 （調基３）第192号         平成29年10月 1日
     佐薬44053 佐野市堀米町３９７２－１２ （後発調２）第698号       平成29年 9月 1日
     0283-86-7720  (0283-86-7721) （薬菌）第68号            平成29年 5月 1日
     （在薬）第1010号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  367044,054,8 ＳＦＣ薬局佐野店 〒327-0843 （調基１）第674号         平成29年 7月 1日
     佐薬44054 佐野市堀米町３９２１－３ （後発調１）第970号       平成30年 2月 1日
     0283-27-1747  (0283-24-9229) （か薬）第551号           平成30年 2月 1日
     （在薬）第1027号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  368044,055,5 オハナ薬局佐野店 〒327-0815 （調基１）第676号         平成29年 8月 1日
     佐薬44055 佐野市鐙塚町３４１－４ （後発調１）第953号       平成29年11月 1日
     0283-86-9360  (0283-86-9361) （在薬）第1031号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  369045,009,1 カトウ薬局 〒327-0024 （在薬）第13号            平成 6年12月 6日
     佐薬1009 佐野市亀井町２６７０
     0283-22-0463  (0283-22-0463)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  370045,025,7 合資会社ほていや薬局〒327-0021 （調基１）第26号          平成28年 4月 1日
     佐薬1025 佐野市伊賀町７０７－３ （後発調１）第611号       平成28年 4月 1日
     0283-22-0706  (0283-22-0706)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  371045,041,4 ハクバ調剤薬局 〒327-0022 （調基１）第416号         平成28年 4月 1日
     佐薬1041 佐野市高砂町４２番地 （調）第131号             平成29年 6月 1日
     0283-21-0068  (0283-21-0768) （後発調２）第474号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第276号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第12号            平成 6年11月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  372045,043,0 コアラ薬局 〒327-0004 （調基２）第15号          平成28年 4月 1日
     佐薬1043 佐野市赤坂町１６７ （後発調２）第411号       平成28年 4月 1日
     0283-21-5448  (0283-21-5440) （か薬）第258号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第346号           平成15年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  373045,048,9 タケムラ薬局 〒327-0831 （調基１）第24号          平成28年 4月 1日
     佐薬1048 佐野市浅沼町８７１ （後発調１）第616号       平成28年 4月 1日
     0283-20-1668  (0283-20-1669) （在薬）第94号            平成 9年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  374045,051,3 平田薬局 〒327-0043 （調基１）第492号         平成28年 4月 1日
     佐薬1051 佐野市君田町３０－３ （調）第74号              平成28年 4月 1日
     0283-20-1711  (0283-20-1712) （後発調２）第668号       平成29年 6月 1日
     （薬菌）第13号            平成26年 3月 1日
     （在調）第66号            平成27年 1月 1日
     （か薬）第299号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第173号           平成10年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  375045,055,4 有限会社タニ薬局 〒327-0022 （調基１）第382号         平成28年 4月 1日
     佐薬1055 佐野市高砂町５４ （後発調２）第363号       平成28年 4月 1日
     0283-22-0245  (0283-22-0419) （在薬）第268号           平成13年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  376045,056,2 ふれあい薬局 〒327-0104 （調基１）第28号          平成28年 4月 1日
     佐薬1056 佐野市赤見町１１３７ （後発調２）第541号       平成28年 7月 1日
     0283-26-2066  (0283-26-2067) （か薬）第267号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  377045,057,0 浅沼町薬局 〒327-0831 （調基１）第101号         平成28年 4月 1日
     佐薬1057 佐野市浅沼町４９－６ （後発調２）第433号       平成28年 4月 1日
     0283-21-8651  (0283-21-8652) （在薬）第302号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  378045,061,2 株式会社フレンド佐野〒327-0103 （調基１）第463号         平成28年 4月 1日
     佐薬1061 調剤薬局 佐野市石塚町２３９９－３ （調）第24号              平成28年 4月 1日
     0283-26-1171  (0283-26-1172) （在調）第107号           平成28年 6月 1日
     （か薬）第83号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第303号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  379045,064,6 もみの木薬局 〒327-0832 （調基１）第240号         平成28年 4月 1日
     佐薬1064 佐野市植上町１７２８－１ （後発調２）第606号       平成29年 1月 1日
     0283-27-0717  (0283-27-0718) （薬菌）第30号            平成28年 7月 1日
     （か薬）第169号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第398号           平成16年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  380045,065,3 スズラン薬局 〒327-0843 （調基１）第151号         平成28年 4月 1日
     佐薬1065 佐野市堀米町３９３６番地７ （後発調２）第703号       平成29年10月 1日
     0283-20-2077  (0283-20-2095) （か薬）第337号           平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381045,067,9 いるか薬局 〒327-0843 （調基２）第14号          平成28年 4月 1日
     佐薬1067 佐野市堀米町３９４６－７ （後発調２）第431号       平成28年 4月 1日
     0283-27-0025  (0283-27-0026) （薬菌）第17号            平成26年 9月 1日
     （在調）第112号           平成28年 7月 1日
     （か薬）第407号           平成28年10月 1日
     （在薬）第376号           平成16年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  382045,068,7 矢後調剤薬局 〒327-0104 （調基１）第540号         平成28年 4月 1日
     佐薬1068 佐野市赤見町３１５０－５ （後発調１）第882号       平成29年 4月 1日
     0283-25-3086  (0283-25-3086)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  383045,069,5 オリーブ薬局 〒327-0831 （調基１）第359号         平成28年 4月 1日
     佐薬1069 佐野市浅沼町８４８－２ （調）第90号              平成28年 8月 1日
     0283-27-2022  (0283-27-2033) （後発調２）第376号       平成28年 4月 1日
     （薬菌）第20号            平成27年 1月 1日
     （在調）第120号           平成28年10月 1日
     （か薬）第106号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第434号           平成17年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  384045,071,1 かたくり薬局 〒327-0821 （調基３）第109号         平成28年 4月 1日
     佐薬1071 佐野市高萩町１３３２－１１ （後発調２）第584号       平成28年10月 1日
     0283-27-3144  (0283-27-3156) （か薬）第140号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第435号           平成17年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  385045,072,9 かみや薬局高萩店 〒327-0821 （調基１）第161号         平成28年 4月 1日
     佐薬1072 佐野市高萩町１２１６番地１ （調）第42号              平成28年 4月 1日
     0283-27-1182  (0283-27-1163) （後発調２）第440号       平成28年 4月 1日
     （在調）第128号           平成29年 3月 1日
     （か薬）第171号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第450号           平成17年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  386045,073,7 みなみ薬局 〒327-0843 （調基１）第166号         平成28年 4月 1日
     佐薬1073 佐野市堀米町６０３－１７ （在薬）第507号           平成18年10月15日
     0283-27-8050  (0283-27-8051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  387045,074,5 有限会社メディックア〒327-0844 （調基１）第25号          平成28年 4月 1日
     佐薬1074 ップル調剤薬局 佐野市富岡町１５７１－３ （調）第135号             平成29年 7月 1日
     0283-23-4410  (0283-23-8338) （後発調２）第717号       平成29年12月 1日
     （か薬）第434号           平成29年 1月 1日
     （在薬）第523号           平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  388045,076,0 クオール薬局佐野赤門〒327-0024 （調基３）第154号         平成28年 4月 1日
     佐薬1076 店 佐野市亀井町２６４１番地 （後発調２）第775号       平成30年 3月 1日
     0283-24-6111  (0283-24-8457) （か薬）第157号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第538号           平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  389045,077,8 ポプリ薬局 〒327-0832 （調基１）第565号         平成28年 4月 1日
     佐薬1077 佐野市植上町１４１９ （後発調２）第740号       平成30年 1月 1日
     0283-20-8989  (0283-20-8979) （か薬）第486号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第550号           平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  390045,078,6 エムハート薬局朱雀店〒327-0843 （調基１）第164号         平成28年 4月 1日
     佐薬1078 佐野市堀米町３９４７－１４ （後発調２）第488号       平成28年 4月 1日
     0283-20-1320  (0283-21-4770) （在薬）第595号           平成20年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  391045,082,8 佐野南調剤薬局 〒327-0006 （調基１）第437号         平成28年 4月 1日
     佐薬1082 佐野市上台町２０１１番地４ （か薬）第162号           平成28年 4月 1日
     0283-22-7875  (0283-22-7876) （在薬）第729号           平成24年 3月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  392045,083,6 オザキ薬局 〒327-0317 （調基１）第312号         平成28年 4月 1日
     佐薬1083 佐野市田沼町５５２
     0283-62-0204  (0283-62-0204)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  393045,085,1 ファーコス薬局かもめ〒327-0835 （調基３）第1号           平成28年 4月 1日
     佐薬1085 佐野市植下町２４７０－１ （後発調２）第716号       平成29年11月 1日
     0283-27-2312  (0283-27-2313) （在薬）第771号           平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  394045,086,9 ファーコス薬局ひまわ〒327-0023 （調基１）第639号         平成29年 4月 1日
     佐薬1086 り 佐野市相生町２７番１ （在薬）第772号           平成25年 1月 1日
     0283-27-2650  (0283-27-2651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  395045,087,7 朝日町調剤薬局 〒327-0011 （調基１）第326号         平成28年 4月 1日
     佐薬1087 佐野市朝日町７９５第一天海ホー （在薬）第783号           平成25年 1月 1日
     ムビル４１８号室
     0283-21-3787  (0283-21-3786)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  396045,088,5 そうごう薬局田沼店 〒327-0317 （調基３）第54号          平成28年 4月 1日
     佐薬1088 佐野市田沼町１４３１－２ （後発調１）第942号       平成29年10月 1日
     0283-62-9155  (0283-62-9154) （か薬）第228号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第795号           平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  397045,089,3 中央薬局佐野店 〒327-0001 （調基１）第44号          平成28年 4月 1日
     佐薬1089 佐野市小中町１２５５－１ （調）第65号              平成28年 4月 1日
     0283-20-8857  (0283-20-8858) （後発調２）第572号       平成28年10月 1日
     （薬菌）第12号            平成26年 3月 1日
     （在調）第69号            平成27年 4月 1日
     （か薬）第246号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第802号           平成25年 6月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  398045,091,9 エンゼル薬局 〒327-0312 （調基１）第45号          平成28年 4月 1日
     佐薬1091 佐野市栃本町２２４３－７ （後発調２）第423号       平成28年 4月 1日
     0283-85-8202  (0283-85-8204) （か薬）第64号            平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  399054,034,7 池田薬局 〒322-0001 （調基１）第146号         平成28年 4月 1日
     鹿薬34 鹿沼市栃窪１２６６－５４ （在薬）第237号           平成12年11月13日
     0289-64-6195  (0289-63-5375)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  400054,037,0 さつき薬局仁神堂店 〒322-0003 （調基１）第66号          平成28年 4月 1日
     鹿薬54037 鹿沼市仁神堂町字小谷津久保５２ （後発調２）第419号       平成28年 4月 1日
     ２－７ （薬菌）第44号            平成28年12月 1日
     0289-65-5577  (0289-65-5578) （在薬）第855号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  401054,038,8 ピノキオファーマシー〒322-0051 （調基１）第643号         平成29年 4月 1日
     鹿薬54038 ズ鹿沼久保店 鹿沼市久保町１６１８－７ （調）第133号             平成29年 6月 1日
     0289-77-7771  (0289-77-7772) （後発調１）第854号       平成28年12月 1日
     （在調）第74号            平成27年 8月 1日
     （か薬）第353号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第912号           平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  402054,039,6 カワチ薬局鹿沼南店 〒322-0029 （調基１）第395号         平成28年 4月 1日
     鹿薬54039 鹿沼市西茂呂４－４－１ （後発調１）第919号       平成29年 8月 1日
     0289-60-0070  (0289-60-0071) （在薬）第1023号          平成29年 7月24日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  403054,040,4 さつき薬局磯町店 〒322-0536 （調基１）第10号          平成28年 4月 1日
     鹿薬54040 鹿沼市磯町３－１２ （後発調１）第603号       平成28年 4月 1日
     0289-77-7870  (0289-77-7899) （後発調２）第502号       平成28年 5月 1日
     （薬菌）第59号            平成28年12月 1日
     （か薬）第476号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第977号           平成28年 8月24日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  404054,041,2 フクシ千渡薬局 〒322-0002 （調基３）第169号         平成29年 1月 1日
     鹿薬54041 鹿沼市千渡１６７０－５ （後発調１）第873号       平成29年 1月 1日
     0289-74-5210  (0289-74-5211) （か薬）第441号           平成29年 1月 1日
     （在薬）第994号           平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  405054,042,0 フクシ鹿沼薬局 〒322-0033 （調基３）第170号         平成29年 1月 1日
     鹿薬54042 鹿沼市府所町１３９番地３ （後発調２）第732号       平成30年 1月 1日
     0289-60-2940  (0289-60-2944) （薬菌）第65号            平成29年 1月 1日
     （在薬）第995号           平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  406054,043,8 クスリのアオキ東町薬〒322-0022 （調基１）第668号         平成29年 7月 1日
     鹿薬54043 局 鹿沼市東町２丁目２番４１号 （後発調２）第721号       平成29年12月 1日
     0289-77-5506  (0289-77-5507) （在薬）第1018号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  407054,044,6 石橋町薬局 〒322-0055 （調基１）第683号         平成29年 9月 1日
     鹿薬54044 鹿沼市石橋町１６０２－３
     0289-60-1060  (0289-60-1061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  408054,045,3 つくも薬局（ヤオハン〒322-0066 （調基１）第685号         平成29年10月 1日
     鹿薬54045 北部店） 鹿沼市上田町２３３８－２
     0289-77-5167  (0289-77-5168)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  409054,046,1 くらら薬局 〒322-0045 （調基１）第690号         平成29年11月 1日
     鹿薬54046 鹿沼市上殿町４７２番地７ （後発調２）第749号       平成30年 2月 1日
     0289-77-7391  (0289-77-7392) （在薬）第1042号          平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  410054,047,9 とちの木薬局文化橋店〒322-0064 （調基１）第695号         平成30年 1月 1日
     鹿薬54047 鹿沼市文化橋町２３０４－１
     0289-60-5216  (0289-60-5217)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  411055,010,6 株式会社保健堂　鳥居〒322-0066 （調基１）第83号          平成28年 4月 1日
     鹿薬1010 薬局 鹿沼市上田町１９６８ （在薬）第143号           平成10年 7月 1日
     0289-62-3246  (0289-62-3259)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  412055,021,3 邦證堂薬局 〒322-0021 （調基１）第186号         平成28年 4月 1日
     鹿薬1021 鹿沼市上野町１２９－４ （後発調２）第642号       平成29年 4月 1日
     0289-65-4621  (0289-63-0578) （か薬）第482号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第146号           平成10年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  413055,023,9 株式会社君島薬局 〒322-0027 （調基１）第3号           平成28年 4月 1日
     鹿薬1023 鹿沼市貝島町５０１－５ （後発調２）第368号       平成28年 4月 1日
     0289-65-4861  (0289-60-1046) （か薬）第467号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第147号           平成10年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  414055,033,8 有限会社飯沼薬局 〒322-0058 （調基１）第100号         平成28年 4月 1日
     鹿薬1033 鹿沼市麻苧町１５９１ （在薬）第149号           平成10年 7月 1日
     0289-62-2222  (0289-60-5283)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  415055,034,6 けんこう薬局 〒322-0021 （調基１）第501号         平成28年 4月 1日
     鹿薬1034 鹿沼市上野町４０４－６ （在薬）第150号           平成10年 7月 1日
     0289-60-1527  (0289-60-1528)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  416055,035,3 けんこう薬局みどり店〒322-0025 （調基１）第502号         平成28年 4月 1日
     鹿薬1035 鹿沼市緑町２－１－３１ （後発調２）第554号       平成28年 7月 1日
     0289-60-1661  (0289-60-1662) （在薬）第976号           平成28年 8月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  417055,036,1 有限会社つくも薬局 〒322-0043 （調基１）第63号          平成28年 4月 1日
     鹿薬1036 鹿沼市万町９３７番地３ＴＫビル （調）第73号              平成28年 4月 1日
     ２　　１階 （後発調２）第780号       平成30年 3月 1日
     0289-60-1655  (0289-60-1656) （薬菌）第6号             平成24年 4月 1日
     （在調）第5号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第268号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第191号           平成11年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  418055,037,9 さつき薬局 〒322-0002 （調基１）第64号          平成28年 4月 1日
     鹿薬1037 鹿沼市千渡１７９４－７ （後発調１）第878号       平成29年 3月 1日
     0289-65-0203  (0289-65-0287) （薬菌）第39号            平成28年12月 1日
     （か薬）第477号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第305号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  419055,043,7 つくも薬局西茂呂 〒322-0029 （調基２）第19号          平成28年 4月 1日
     鹿薬1043 鹿沼市西茂呂４丁目４６番地２ （後発調２）第779号       平成30年 3月 1日
     0289-60-7510  (0289-60-7511) （か薬）第50号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第304号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  420055,044,5 とちぎ薬局鹿沼店 〒322-0045 （調基３）第134号         平成28年 4月 1日
     鹿薬1044 鹿沼市上殿町３０７－１ （後発調２）第694号       平成29年 8月 1日
     0289-60-7920  (0289-60-7921) （か薬）第46号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第653号           平成22年 3月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  421055,045,2 ピノキオ薬局鹿沼店 〒322-0053 （調基３）第178号         平成29年 4月 1日
     鹿薬1045 鹿沼市仲町１７００番地４ （後発調２）第778号       平成30年 3月 1日
     0289-60-7433  (0289-60-7434) （か薬）第352号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第323号           平成14年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  422055,047,8 もみのき薬局 〒322-0046 （調基１）第264号         平成28年 4月 1日
     鹿薬1047 鹿沼市樅山町５０－１ （後発調２）第612号       平成29年 1月 1日
     0289-60-6090  (0289-60-6038) （在薬）第353号           平成15年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  423055,051,0 ピノキオ薬局鹿沼南店〒322-0026 （調基３）第11号          平成28年 4月 1日
     鹿薬1051 鹿沼市茂呂２２６５－１ （後発調２）第777号       平成30年 3月 1日
     0289-60-2157  (0289-60-2158) （在調）第118号           平成28年 9月 1日
     （か薬）第351号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第522号           平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  424055,053,6 すみれ薬局 〒322-0029 （調基３）第159号         平成28年 4月 1日
     鹿薬1053 鹿沼市西茂呂３丁目８番１ （後発調２）第581号       平成28年10月 1日
     0289-60-5775  (0289-60-5777) （か薬）第67号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第539号           平成19年10月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  425055,054,4 けやき薬局 〒322-0029 （調基１）第377号         平成28年 4月 1日
     鹿薬1054 鹿沼市西茂呂３丁目５２－１５ （後発調２）第389号       平成28年 4月 1日
     0289-62-2555  (0289-62-2555) （か薬）第31号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第553号           平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  426055,055,1 アルファーム薬局鹿沼〒322-0068 （調基３）第88号          平成28年 4月 1日
     鹿薬1055 店 鹿沼市今宮町１６２３－２ （後発調１）第825号       平成28年10月 1日
     0289-60-2515  (0289-63-3117) （か薬）第322号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第945号           平成27年12月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  427055,056,9 邦證堂薬局上殿店 〒322-0045 （調基１）第214号         平成28年 4月 1日
     鹿薬1056 鹿沼市上殿町７１９－５
     0289-77-8230  (0289-77-8231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  428055,057,7 ウエルシア薬局鹿沼貝〒322-0027 （調基１）第348号         平成28年 4月 1日
     鹿薬1057 島店 鹿沼市貝島町４５３ （後発調２）第616号       平成29年 2月 1日
     0289-60-2601  (0289-60-2602) （在薬）第883号           平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  429055,058,5 カワチ薬局千渡店 〒322-0002 （調基１）第594号         平成28年 4月 1日
     鹿薬1058 鹿沼市千渡１７５４－４ （後発調１）第548号       平成28年 4月 1日
     0289-60-2392  (0289-60-2393)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  430055,059,3 つくも薬局上殿 〒322-0045 （調基１）第65号          平成28年 4月 1日
     鹿薬1059 鹿沼市上殿町１６１８－１０ （後発調２）第418号       平成28年 4月 1日
     0289-60-2218  (0289-60-2219) （在薬）第645号           平成21年11月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  431055,061,9 とちぎ薬局鹿沼中央店〒322-0065 （調基３）第130号         平成28年 4月 1日
     鹿薬1061 鹿沼市上材木町１７２５－３ （在薬）第657号           平成22年 3月12日
     0289-60-2620  (0289-65-6671)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  432055,063,5 ピノキオファーマシー〒322-0344 （調基３）第25号          平成28年 4月 1日
     鹿薬1063 ズ鹿沼西店 鹿沼市西沢町４７０ （後発調２）第550号       平成28年 7月 1日
     0289-73-0888  (0289-73-0887) （か薬）第355号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第625号           平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  433055,064,3 タンポポ薬局 〒322-0043 （調基１）第439号         平成28年 4月 1日
     鹿薬1064 鹿沼市万町９６３－１４ （後発調２）第648号       平成29年 4月 1日
     0289-74-5366  (0289-74-5367) （か薬）第137号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  434055,065,0 さつき薬局貝島店 〒322-0027 （調基１）第62号          平成28年 4月 1日
     鹿薬1065 鹿沼市貝島町５００６－３ （薬菌）第60号            平成28年12月 1日
     0289-74-5580  (0289-74-5581) （か薬）第243号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第745号           平成24年 4月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  435055,066,8 くらしげ調剤薬局 〒322-0029 （調基１）第141号         平成28年 4月 1日
     鹿薬1066 鹿沼市西茂呂２丁目１０－１６ （後発調２）第395号       平成28年 4月 1日
     0289-63-6239  (0289-74-5757) （か薬）第123号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第700号           平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  436064,007,1 カワチ薬局今市店 〒321-1264 （調基１）第140号         平成28年 4月 1日
     日薬64007 日光市瀬尾４９－２
     0288-30-5075  (0288-30-5077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  437064,008,9 フタバ快生堂薬局 〒321-2522 （調基１）第33号          平成28年 4月 1日
     日薬64008 日光市鬼怒川温泉大原１３９６－ （調）第58号              平成28年 4月 1日
     １１ （後発調２）第520号       平成28年 6月 1日
     0288-77-1355  (0288-77-0880) （薬菌）第23号            平成27年 8月 1日
     （か薬）第199号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第857号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  438064,009,7 コスモファーマ薬局今〒321-2336 （調基３）第2号           平成28年 4月 1日
     日薬64009 市店 日光市荊沢５９９－１３４ （後発調２）第460号       平成28年 4月 1日
     0288-30-5080  (0288-30-5083) （在調）第163号           平成30年 2月 1日
     （か薬）第366号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第858号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  439064,010,5 ウエルシア薬局日光今〒321-2345 （調基１）第302号         平成28年 4月 1日
     日薬64010 市大沢店 日光市木和田島１５６７－４ （後発調１）第805号       平成28年 9月 1日
     0288-32-1177  (0288-32-1178) （在薬）第924号           平成27年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  440064,011,3 ウエルシア薬局日光今〒321-2405 （調基１）第338号         平成28年 4月 1日
     日薬64011 市店 日光市芹沼字石神殿１４６１－２ （後発調２）第736号       平成30年 1月 1日
     0288-30-1137  (0288-30-1138) （在薬）第925号           平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  441064,012,1 アイン薬局鬼怒川店 〒321-2523 （調基３）第10号          平成28年 4月 1日
     日薬64012 日光市高徳６３８－１ （後発調２）第711号       平成29年10月 1日
     0288-70-1022  (0288-70-1060) （か薬）第362号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第940号           平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  442064,013,9 とちぎ薬局大沢店 〒321-1102 （調基３）第165号         平成28年 9月 1日
     日薬64013 日光市板橋１７０番２ （後発調２）第682号       平成29年 7月 1日
     0288-25-6315  (0288-25-6316) （在薬）第957号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  443064,014,7 鬼怒川調剤センターた〒321-2523 （調基特１）第6号         平成29年 6月 1日
     日薬64014 かとく薬局 日光市高徳１４０６－４ （調）第141号             平成29年 6月 1日
     0288-70-3050  (0288-70-3051) （後発調２）第727号       平成29年12月 1日
     （薬菌）第70号            平成29年 6月 1日
     （在調）第141号           平成29年 6月 1日
     （か薬）第495号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第1021号          平成29年 6月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  444065,009,6 きすげ薬局 〒321-1405 （調基１）第5号           平成28年 4月 1日
     日薬1009 日光市石屋町２－６ （調）第149号             平成29年10月 1日
     0288-53-5321  (0288-53-5323) （後発調１）第909号       平成29年 7月 1日
     （在調）第153号           平成29年10月 1日
     （か薬）第474号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第479号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  445065,013,8 とちぎ薬局日光店 〒321-1436 （調基１）第361号         平成28年 4月 1日
     日薬1013 日光市久次良町１７７１番地 （在薬）第572号           平成20年 4月 1日
     0288-50-1331  (0288-53-0115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  446065,014,6 ぞうさん薬局 〒321-1261 （調基３）第107号         平成28年 4月 1日
     日薬1014 日光市今市８２５－４ （後発調１）第962号       平成30年 1月 1日
     0288-30-3055  (0288-30-3056) （薬菌）第35号            平成28年11月 1日
     （か薬）第182号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第480号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  447065,016,1 りんご薬局 〒321-2345 （調基１）第511号         平成28年 4月 1日
     日薬1016 日光市木和田島３０４１－１ （調）第34号              平成28年 4月 1日
     0288-26-9389  (0288-26-9390) （後発調２）第521号       平成28年 6月 1日
     （薬菌）第32号            平成28年 9月 1日
     （か薬）第134号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第515号           平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  448065,017,9 あおい薬局日光店 〒321-1261 （調基１）第103号         平成28年 4月 1日
     日薬1017 日光市今市１１５６－１５ （後発調２）第701号       平成29年 9月 1日
     0288-25-3165  (0288-25-3166) （在薬）第741号           平成24年 4月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  449065,018,7 ピノキオ薬局今市店 〒321-1262 （調基１）第32号          平成28年 4月 1日
     日薬1018 日光市平ケ崎６０８－４ （後発調１）第842号       平成28年11月 1日
     0288-30-7791  (0288-30-7792) （か薬）第139号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第622号           平成21年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  450065,020,3 そうごう薬局今市店 〒321-1261 （調基３）第39号          平成28年 4月 1日
     日薬1020 日光市今市３７９番地１６ （か薬）第303号           平成28年 4月 1日
     0288-30-3931  (0288-22-3952) （在薬）第650号           平成22年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  451065,022,9 とちぎ薬局今市店 〒321-1261 （調基３）第129号         平成28年 4月 1日
     日薬1022 日光市今市３７９－１８ （後発調１）第925号       平成29年 8月 1日
     0288-30-1181  (0288-21-1041) （か薬）第21号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第667号           平成22年 4月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  452065,023,7 片野薬局今市店 〒321-1261 （調基１）第102号         平成28年 4月 1日
     日薬1023 日光市今市３９３－２
     0288-25-3531  (0288-25-3532)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  453065,025,2 いちご薬局 〒321-1261 （調基１）第545号         平成28年 4月 1日
     日薬1025 日光市今市３８２－３ （調）第71号              平成28年 4月 1日
     0288-25-3655  (0288-25-3656) （後発調１）第759号       平成28年 6月 1日
     （か薬）第291号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第696号           平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  454065,026,0 森の前薬局 〒321-1277 （調基１）第31号          平成28年 4月 1日
     日薬1026 日光市千本木８－１２ （後発調２）第522号       平成28年 6月 1日
     0288-30-3270  (0287-30-3271) （在薬）第662号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  455065,028,6 しらゆり薬局 〒321-1273 （調基１）第198号         平成28年 4月 1日
     日薬1028 日光市吉沢２３９－１０ （か薬）第345号           平成28年 6月 1日
     0288-25-7102  (0288-25-7103) （在薬）第744号           平成24年 4月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  456065,029,4 七里薬局 〒321-1423 （調基１）第283号         平成28年 4月 1日
     日薬1029 日光市七里７１１－１ （後発調１）第631号       平成28年 4月 1日
     0288-50-1082  (0288-50-1084)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  457065,031,0 ファーコス薬局せのお〒321-1264 （調基３）第119号         平成28年 4月 1日
     日薬1031 日光市瀬尾４９８－３ （後発調２）第476号       平成28年 4月 1日
     0288-22-8515  (0288-22-8517) （在薬）第784号           平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  458065,033,6 ウエルシア薬局日光イ〒321-1412 （調基１）第434号         平成28年 4月 1日
     日薬1033 ンター店 日光市東和町６８－１ （後発調１）第884号       平成29年 4月 1日
     0288-50-3908  (0288-50-3918) （在薬）第790号           平成25年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  459074,008,7 中央薬局 〒321-1271 （調基１）第309号         平成28年 4月 1日
     今薬8 日光市並木町９－１１
     0288-22-2255  (0288-22-2255)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  460074,011,1 マロニエ薬局 〒321-2335 （調基１）第386号         平成28年 4月 1日
     今薬11 日光市森友８０８－４ （後発調１）第721号       平成28年 6月 1日
     0288-30-1273  (0288-30-1274) （か薬）第128号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  461075,005,2 有限会社長谷川薬局 〒321-1261 （調基１）第365号         平成28年 4月 1日
     今薬1005 日光市今市７１３ （調）第138号             平成29年 7月 1日
     0288-22-1212  (0288-21-0117) （後発調２）第609号       平成29年 1月 1日
     （か薬）第493号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第739号           平成24年 3月30日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  462075,014,4 株式会社アルファーム〒321-1261 （調基１）第648号         平成29年 4月 1日
     今薬1014 今市店薬局 日光市今市６７１ （調）第116号             平成29年 4月 1日
     0288-30-1331  (0288-23-0022) （か薬）第12号            平成28年 5月 1日
     （在薬）第416号           平成17年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  463075,015,1 すぎなみ薬局 〒321-2336 （調基１）第256号         平成28年 4月 1日
     今薬1015 日光市荊沢６００－３５ （後発調２）第771号       平成30年 3月 1日
     0288-30-3256  (0288-30-3257) （か薬）第74号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第481号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  464075,016,9 はせがわ調剤薬局今市〒321-1272 （調基１）第369号         平成28年 4月 1日
     今薬1016 本町店 日光市今市本町２８－３ロードサ （調）第55号              平成28年 4月 1日
     イドツリービル１Ｆ （後発調２）第544号       平成28年 7月 1日
     0288-22-2880  (0288-22-2881) （か薬）第222号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第349号           平成15年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  465075,017,7 サン調剤薬局 〒321-2345 （調基１）第154号         平成28年 4月 1日
     今薬1017 日光市木和田島２３５８－６ （後発調１）第560号       平成28年 4月 1日
     0288-32-2355  (0288-32-2356)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  466075,021,9 おおさわ薬局 〒321-2343 （調基１）第115号         平成28年 4月 1日
     今薬1021 日光市山口８６５－６ （後発調１）第747号       平成28年 6月 1日
     0288-32-2335  (0288-32-2338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  467075,022,7 片野薬局塩野室店 〒321-2352 （調基１）第104号         平成28年 4月 1日
     今薬1022 日光市小林２８１８－１ （後発調２）第424号       平成28年 4月 1日
     0288-26-7200  (0288-26-7201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  468075,023,5 アルファーム薬局並木〒321-1271 （調基２）第38号          平成28年 4月 1日
     今薬1023 店 日光市並木町１－１４ （後発調１）第824号       平成28年10月 1日
     0288-30-3355  (0288-22-7744) （か薬）第138号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第463号           平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  469084,012,7 吉沢薬局 〒323-0025
     小薬12 小山市城山町３－１６－２３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  470084,014,3 志田薬局 〒323-0822 （調基１）第243号         平成28年 4月 1日
     小薬14 小山市駅南町４－３－５
     0285-24-4875  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  471084,022,6 今泉薬局 〒329-0205 （調基１）第408号         平成28年 4月 1日
     小薬22 小山市大字間々田１１６７ （在薬）第417号           平成17年 2月 1日
     0285-45-0155  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  472084,048,1 ひまわり薬局小山店 〒323-0031 （調基３）第147号         平成28年 4月 1日
     小薬84048 小山市八幡町２－７－１５ （後発調２）第519号       平成28年 6月 1日
     0285-22-1171  (0285-22-2811) （か薬）第404号           平成28年 9月 1日
     （在薬）第824号           平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  473084,049,9 メープル薬局 〒323-0826 （調基１）第428号         平成28年 4月 1日
     小薬84049 小山市雨ケ谷７５２－４ （後発調２）第366号       平成28年 4月 1日
     0285-27-0366  (0285-27-0899) （在薬）第831号           平成26年 1月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   51

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  474084,050,7 カワチ薬局東城南店 〒323-0829 （調基１）第572号         平成28年 4月 1日
     小薬84050 小山市東城南１－３３－１ （後発調１）第916号       平成29年 8月 1日
     0285-28-5350  (0285-28-5351) （在薬）第911号           平成27年 3月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  475084,051,5 フクシ中央薬局 〒323-0023 （調基１）第254号         平成28年 4月 1日
     小薬84051 小山市中央町２丁目１－２２ （調）第79号              平成28年 6月 1日
     0285-20-5770  (0285-20-5771) （後発調１）第510号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第111号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第873号           平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  476084,054,9 ウイン調剤薬局小山店〒323-0827 （調基１）第471号         平成28年 4月 1日
     小薬84054 小山市大字神鳥谷字足形２２５１ （後発調２）第372号       平成28年 4月 1日
     －８ （在薬）第1015号          平成29年 5月29日
     0285-37-9361  (0285-37-9362)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  477084,055,6 第一調剤薬局 〒323-0827 （調基２）第44号          平成28年 6月 1日
     小薬84055 小山市大字神鳥谷２２５１番地８ （後発調１）第799号       平成28年 8月 1日
     0285-28-3000  (0285-28-3001) （在薬）第1041号          平成29年10月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  478084,056,4 ピノキオ薬局小山店 〒323-0827 （調基３）第71号          平成28年 4月 1日
     小薬84056 小山市神鳥谷２２５１番８ （後発調１）第870号       平成29年 2月 1日
     0285-37-9106  (0285-37-9107) （か薬）第386号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第947号           平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  479084,057,2 ウイン調剤薬局小山城〒323-0831 （調基１）第604号         平成28年 5月 1日
     小薬84057 南店 小山市雨ケ谷町４０番３ （後発調１）第807号       平成28年 9月 1日
     0285-31-0160  (0285-31-0161) （在薬）第965号           平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  480084,058,0 ピノキオ薬局若木町店〒323-0028 （調基１）第600号         平成28年 5月 1日
     小薬84058 小山市若木町１－５－６ （後発調２）第710号       平成29年10月 1日
     0285-39-8535  (0285-39-8536) （か薬）第430号           平成28年12月 1日
     （在薬）第966号           平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  481084,059,8 ドン薬局 〒323-0022 （調基１）第623号         平成28年12月 1日
     小薬84059 小山市駅東通り１－９－７
     0285-23-2850  (0285-23-2859)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  482084,060,6 ふじいろ薬局 〒323-0829 （調基１）第662号         平成29年 5月 1日
     小薬84060 小山市東城南４－６－４ （後発調２）第693号       平成29年 8月 1日
     0285-37-6988  (0285-37-6989) （在薬）第1012号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  483084,061,4 きりん薬局小山駅南店〒323-0822 （調基１）第670号         平成29年 6月 1日
     小薬84061 小山市駅南町１－１５－５ （後発調２）第678号       平成29年 6月 1日
     0285-31-3751  (0285-31-3752) （在薬）第1020号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   52

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  484084,062,2 きりん薬局小山城東店〒323-0807 （調基１）第671号         平成29年 6月 1日
     小薬84062 小山市城東６－６－２５
     0285-20-5231  (0285-20-5232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  485084,063,0 きりん薬局小山桜通り〒323-0806 （調基１）第669号         平成29年 6月 1日
     小薬84063 店 小山市中久喜４－１－１８ （後発調２）第677号       平成29年 6月 1日
     0285-20-5253  (0285-24-1123) （在薬）第1019号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  486084,064,8 ＳＦＣ薬局西城南店 〒323-0820 （調基１）第675号         平成29年 7月 1日
     小薬84064 小山市西城南６－３－１３ （調）第144号             平成29年 7月 1日
     0285-31-0070  (0285-29-0812) （在調）第142号           平成29年 7月 1日
     （か薬）第504号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第1030号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  487084,065,5 ＳＦＣ薬局天神店 〒323-0032 （調基３）第188号         平成29年 7月 1日
     小薬84065 小山市天神町１－８－１６ （後発調１）第921号       平成29年 7月 1日
     0285-30-4211  (0285-25-4231) （か薬）第505号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第1029号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  488084,066,3 ＳＦＣ薬局東城南店 〒323-0829 （調基１）第672号         平成29年 7月 1日
     小薬84066 小山市東城南５－６－２８ （後発調２）第688号       平成29年 7月 1日
     0285-31-0787  (0285-28-9636) （か薬）第502号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第1028号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  489084,067,1 あかり薬局 〒323-0808 （調基１）第679号         平成29年 8月 1日
     小薬84067 小山市出井１９３５番地１１ （後発調２）第702号       平成29年 8月 1日
     0285-39-7500  (0285-39-7511) （か薬）第507号           平成29年 8月 1日
     （在薬）第1034号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  490084,068,9 マロニエ薬局 〒323-0806 （調基１）第680号         平成29年 9月 1日
     小薬84068 小山市中久喜１６１５－１ （後発調２）第730号       平成29年12月 1日
     0285-20-0804  (0285-20-0805) （在薬）第1035号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  491084,069,7 そうごう薬局ロブレ小〒323-0023 （調基３）第196号         平成30年 3月 1日
     小薬84069 山店 小山市中央町三丁目７番１号ロブ （在薬）第1038号          平成29年10月 1日
     レ７階
     0285-39-7851  (0285-39-7852)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  492085,021,7 阿久津産業株式会社ド〒323-0023 （調基１）第487号         平成28年 4月 1日
     小薬1021 ラッグアクツ 小山市中央町３－６－１７
     0285-24-6135  (0285-24-0222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  493085,035,7 有限会社小山調剤セン〒323-0022 （調基１）第371号         平成28年 4月 1日
     小薬1035 ター小山調剤薬局 小山市駅東通り２－１８－１８ （後発調２）第656号       平成29年 5月 1日
     0285-25-7043  (0285-25-1492) （在薬）第22号            平成 6年12月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   53

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  494085,041,5 フレンド羽川薬局 〒323-0012 （調基１）第229号         平成28年 4月 1日
     小薬1041 小山市大字羽川５２４－２ （調）第96号              平成28年 9月 1日
     0285-23-2240  (0285-23-7557) （在調）第95号            平成28年 3月 1日
     （か薬）第163号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第20号            平成 6年12月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  495085,043,1 有限会社中里調剤薬局〒329-0214 （調基１）第508号         平成28年 4月 1日
     小薬1043 小山市乙女１－２４－１０ （後発調２）第628号       平成29年 3月 1日
     0285-45-9188  (0285-45-7698) （在薬）第496号           平成18年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  496085,046,4 古川薬局 〒323-0026 （調基１）第538号         平成28年 4月 1日
     小薬1046 小山市本郷町２－１１－１６ （後発調１）第596号       平成28年 4月 1日
     0285-24-5593  (0285-24-5595) （か薬）第234号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第571号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  497085,048,0 株式会社フレンド　南〒323-0820 （調基１）第195号         平成28年 4月 1日
     小薬1048 部調剤薬局 小山市西城南２－１８－１０ （調）第7号               平成28年 4月 1日
     0285-28-6881  (0285-28-6889) （後発調１）第676号       平成28年 4月 1日
     （在調）第99号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第85号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第21号            平成 6年12月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  498085,050,6 あすなろ薬局 〒329-0205 （調基１）第414号         平成28年 4月 1日
     小薬1050 小山市間々田１６－２ （調）第18号              平成28年 4月 1日
     0285-45-1101  (0285-45-1501) （か薬）第107号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第384号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  499085,052,2 あおば薬局 〒323-0027 （調基１）第325号         平成28年 4月 1日
     小薬1052 小山市花垣町１－４－４０ （在調）第19号            平成24年 4月 1日
     0285-22-7111  (0285-22-7121) （か薬）第200号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第68号            平成 8年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  500085,053,0 ドラッグ椎名 〒323-0820 （調基１）第590号         平成28年 4月 1日
     小薬1053 小山市西城南３－２２－９ （後発調２）第637号       平成29年 4月 1日
     0285-28-7511  (0285-28-7532) （か薬）第122号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第96号            平成 9年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  501085,064,7 銀星薬局西口店 〒323-0025 （調基１）第459号         平成28年 4月 1日
     小薬1064 小山市城山町３－４－１ （後発調２）第484号       平成28年 4月 1日
     0285-30-4593  (0285-30-4594)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  502085,069,6 めぐみ薬局卒島店 〒323-0061 （調基１）第520号         平成28年 4月 1日
     小薬1069 小山市卒島１０５－２ （調）第44号              平成28年 4月 1日
     0285-37-2300  (0285-37-2303) （後発調１）第588号       平成28年 4月 1日
     （在調）第27号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第66号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第229号           平成12年 6月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   54

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  503085,072,0 有限会社小山メディカ〒329-0201 （調基１）第591号         平成28年 4月 1日
     小薬1072 ル暁薬局 小山市粟宮２丁目１番２５号 （後発調２）第401号       平成28年 4月 1日
     0285-22-4518  (0285-22-4518)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  504085,073,8 銀星薬局東口店 〒323-0022 （調基１）第307号         平成28年 4月 1日
     小薬1073 小山市駅東通り１丁目２－２０ （後発調１）第698号       平成28年 4月 1日
     0285-20-5593  (0285-20-5594) （後発調２）第592号       平成28年11月 1日
     （在薬）第445号           平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  505085,082,9 有限会社ディ・カスタ〒323-0064 （調基１）第570号         平成28年 4月 1日
     小薬1082 ーニエおやま薬局 小山市下石塚４７４－３ （調）第29号              平成28年 4月 1日
     0285-33-4123  (0285-33-4123) （後発調２）第772号       平成30年 3月 1日
     （か薬）第113号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第343号           平成15年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  506085,083,7 有限会社オリーブ調剤〒323-0023 （調基１）第282号         平成28年 4月 1日
     小薬1083 薬局 小山市中央町２丁目８番２７号
     0285-20-3008  (0285-20-3363)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  507085,085,2 小山調剤薬局駅東通り〒323-0022 （調基１）第435号         平成28年 4月 1日
     小薬1085 店 小山市駅東通り２－２８－１９－ （後発調２）第650号       平成29年 4月 1日
     ２ （在薬）第385号           平成16年 4月 1日
     0285-22-3387  (0285-22-3387)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  508085,086,0 ウエルシア薬局小山花〒323-0027 （調基１）第299号         平成28年 4月 1日
     小薬1086 垣店 小山市花垣町１－４－２９ （後発調２）第696号       平成29年 9月 1日
     0285-30-7502  (0285-30-7503) （在薬）第894号           平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  509085,087,8 ユーカリ薬局 〒323-0807 （調基３）第115号         平成28年 4月 1日
     小薬1087 小山市城東２－１８－３０ （後発調２）第375号       平成28年 4月 1日
     0285-30-7030  (0285-30-7031) （在薬）第357号           平成15年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  510085,088,6 ウエルシア薬局小山西〒323-0820 （調基１）第298号         平成28年 4月 1日
     小薬1088 城南店 小山市西城南６丁目１１－４ （後発調１）第515号       平成28年 4月 1日
     0285-31-4670  (0285-31-4671) （在薬）第893号           平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  511085,089,4 ウエルシア薬局小山羽〒323-0012 （調基１）第296号         平成28年 4月 1日
     小薬1089 川店 小山市大字羽川字下田５７ （後発調１）第914号       平成29年 8月 1日
     0285-30-7170  (0285-30-7172) （在薬）第892号           平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  512085,094,4 ミドリ調剤薬局 〒329-0214 （調基３）第162号         平成28年 4月 1日
     小薬1094 小山市大字乙女７９４－５ （後発調１）第758号       平成28年 6月 1日
     0285-45-8860  (0285-45-8861) （在調）第91号            平成28年 3月 1日
     （か薬）第70号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第540号           平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   55

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  513085,095,1 クオール薬局小山城東〒323-0807 （調基３）第160号         平成28年 4月 1日
     小薬1095 店 小山市城東１丁目２番２４号 （後発調２）第618号       平成29年 2月 1日
     0285-23-6226  (0285-23-6255) （か薬）第69号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第541号           平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  514085,097,7 クオール薬局小山駅南〒323-0822 （調基１）第507号         平成28年 4月 1日
     小薬1097 店 小山市駅南町５丁目１７番８号 （調）第102号             平成28年12月 1日
     0285-28-6566  (0285-28-6568) （か薬）第60号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第542号           平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  515085,098,5 クオール薬局小山ひが〒323-0022 （調基３）第158号         平成28年 4月 1日
     小薬1098 し店 小山市駅東通り１丁目３１番１６ （か薬）第255号           平成28年 4月 1日
     号柏コーポ１０６号 （在薬）第543号           平成19年10月 1日
     0285-30-2717  (0285-30-2719)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  516085,100,9 クオール薬局雨ヶ谷店〒323-0826 （調基３）第176号         平成29年 4月 1日
     小薬1100 小山市大字雨ケ谷８２４番地４６ （後発調１）第605号       平成28年 4月 1日
     0285-31-1182  (0285-31-1183) （か薬）第260号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第544号           平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  517085,102,5 ウエルシア薬局小山天〒323-0032 （調基１）第301号         平成28年 4月 1日
     小薬1102 神店 小山市天神町２－８－５２ （後発調１）第818号       平成28年10月 1日
     0285-20-5880  (0285-20-5881) （在薬）第890号           平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  518085,105,8 ライズ薬局 〒329-0214 （調基１）第4号           平成28年 4月 1日
     小薬1105 小山市乙女二丁目１０４番地１１ （後発調２）第548号       平成28年 7月 1日
     0285-41-6011  (0285-41-6012) （か薬）第354号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第597号           平成20年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  519085,106,6 銀星薬局喜沢店 〒323-0014 （調基２）第5号           平成28年 4月 1日
     小薬1106 小山市喜沢６５２－１２ （後発調１）第692号       平成28年 4月 1日
     0285-21-1193  (0285-21-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  520085,107,4 フラワー薬局 〒323-0026 （調基１）第488号         平成28年 4月 1日
     小薬1107 小山市本郷町２－５－１０ラーゴ （後発調１）第590号       平成28年 4月 1日
     ム・ヒュース１０５ （か薬）第248号           平成28年 4月 1日
     0285(32)7415  (0285(32)7415) （在薬）第601号           平成20年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  521085,111,6 ウエルシア薬局小山犬〒323-0811 （調基１）第346号         平成28年 4月 1日
     小薬1111 塚店 小山市犬塚６－８－２ （後発調２）第607号       平成29年 1月 1日
     0285-31-3607  (0285-31-3608) （在薬）第889号           平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  522085,113,2 イオン薬局小山店 〒323-0806 （調基１）第636号         平成29年 4月 1日
     小薬1113 小山市中久喜１４６７－１ （後発調１）第963号       平成30年 1月 1日
     0285-30-3448  (0285-30-3765) （か薬）第541号           平成30年 1月 1日
     （在薬）第817号           平成25年 8月13日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   56

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  523085,116,5 レモン薬局小山店 〒323-0024 （調基３）第155号         平成28年 4月 1日
     小薬1116 小山市宮本町２－３－１４ （後発調２）第707号       平成29年10月 1日
     0285-32-8031  (0285-32-8035) （か薬）第278号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第623号           平成21年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  524085,118,1 木ノ下薬局 〒329-0207 （調基１）第446号         平成28年 4月 1日
     小薬1118 小山市美しが丘三丁目３５番４号
     0285-37-6321  (0285-37-6322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  525085,119,9 つくし薬局 〒323-0806 （調基２）第11号          平成28年 4月 1日
     小薬1119 小山市大字中久喜字陣場１１１５ （在薬）第621号           平成21年 4月 1日
     －１
     0285-20-5008  (0285-20-5009)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  526085,121,5 ぽぷら薬局 〒323-0807 （調基１）第122号         平成28年 4月 1日
     小薬1121 小山市城東６－１９－２１ （後発調１）第776号       平成28年 7月 1日
     0285-25-8650  (0285-25-8651) （在薬）第631号           平成21年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  527085,124,9 さくらんぼ薬局 〒323-0807 （調基１）第1号           平成28年 4月 1日
     小薬1124 小山市城東２丁目１９番地３号
     0285-37-6831  (0285-37-6834)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  528085,125,6 ウエルシア薬局小山城〒323-0807 （調基１）第344号         平成28年 4月 1日
     小薬1125 東店 小山市城東３－２３－４ （後発調２）第676号       平成29年 7月 1日
     0285-20-3865  (0285-20-3866) （在薬）第888号           平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  529085,126,4 そよ風薬局 〒323-0034 （調基１）第123号         平成28年 4月 1日
     小薬1126 小山市神鳥谷１－１７－１７ （在薬）第720号           平成23年10月 1日
     0285-38-7805  (0285-38-7806)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  530085,127,2 ピノキオファーマシー〒329-0206 （調基３）第23号          平成28年 4月 1日
     小薬1127 ズ東間々田店 小山市東間々田２丁目３６－１ （在調）第109号           平成28年 6月 1日
     0285-38-8026  (0285-38-8027) （か薬）第383号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第724号           平成23年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  531085,129,8 中央薬局小山城北店 〒323-0029 （調基１）第58号          平成28年 4月 1日
     小薬1129 小山市城北６丁目３１番２ （薬菌）第43号            平成28年12月 1日
     0285-25-8008  (0285-25-8011) （在薬）第849号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  532085,131,4 アズサ薬局 〒323-0807 （調基１）第574号         平成28年 4月 1日
     小薬1131 小山市城東５丁目１番１１号 （後発調１）第564号       平成28年 4月 1日
     0285-38-8845  (0285-38-8846) （在薬）第1051号          平成30年 2月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  533085,132,2 ウエルシア薬局小山雨〒323-0826 （調基１）第354号         平成28年 4月 1日
     小薬1132 ヶ谷店 小山市雨ヶ谷８０２－３ （後発調２）第759号       平成30年 2月 1日
     0285-31-3655  (0285-31-3656) （在薬）第887号           平成26年10月 8日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   57

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  534085,134,8 しろやま調剤薬局 〒323-0025 （調基１）第315号         平成28年 4月 1日
     小薬1134 小山市城山町２－９－１８ （調）第48号              平成28年 4月 1日
     0285-30-5434  (0285-30-5438) （後発調１）第966号       平成30年 1月 1日
     （在調）第72号            平成27年 8月 1日
     （か薬）第219号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第809号           平成25年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  535085,135,5 いずみ薬局 〒329-0214 （調基３）第17号          平成28年 4月 1日
     小薬1135 小山市乙女２－１－２２ （後発調２）第615号       平成29年 1月 1日
     0285-45-1909  (0285-45-1590) （か薬）第384号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第810号           平成25年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  536085,136,3 間々田調剤薬局 〒329-0205 （調基３）第20号          平成28年 4月 1日
     小薬1136 小山市間々田１６２７－１ （後発調２）第634号       平成29年 3月 1日
     0285-45-9987  (0285-45-9994) （か薬）第385号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第811号           平成25年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  537094,016,6 かとう薬局 〒321-4361 （調基１）第381号         平成28年 4月 1日
     真薬16 真岡市並木町２－９－１４
     0285-82-8678  (0285-81-3940)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  538094,026,5 ホワイト調剤薬局 〒321-4306 （調基１）第481号         平成28年 4月 1日
     真薬26 真岡市台町１５－５ （在薬）第238号           平成12年11月 1日
     0285-80-1725  (0285-80-1726)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  539094,028,1 白木屋薬局 〒321-4305 （調基１）第498号         平成28年 4月 1日
     真薬28 真岡市荒町１０８５ （在薬）第751号           平成24年 7月 1日
     0285-82-2020  (0285-82-2020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  540094,030,7 たまち薬局 〒321-4325 （調基１）第201号         平成28年 4月 1日
     真薬94030 真岡市田町字奉行松１３５２番５ （後発調１）第702号       平成28年 4月 1日
     0285-81-5328  (0285-81-5329) （在薬）第843号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  541094,031,5 もおかベリー薬局 〒321-4305 （調基１）第200号         平成28年 4月 1日
     真薬94031 真岡市荒町３－４９－８ （調）第77号              平成28年 6月 1日
     0285-81-3582  (0285-81-3586) （後発調１）第684号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第332号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第859号           平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  542094,032,3 株式会社フォルマンき〒321-4341 （調基２）第2号           平成28年 4月 1日
     真薬94032 りん薬局 真岡市高勢町３－２０５－２ （後発調２）第672号       平成29年 6月 1日
     0285-81-7830  (0285-81-7831) （か薬）第549号           平成30年 2月 1日
     （在薬）第862号           平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  543094,033,1 カワチ薬局真岡東店 〒321-4305 （調基１）第169号         平成28年 4月 1日
     真薬94033 真岡市荒町３－５０－２ （後発調１）第915号       平成29年 8月 1日
     0285-80-8870  (0285-80-8871) （在薬）第1006号          平成29年 5月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   58

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  544094,034,9 ウエルシア薬局真岡荒〒321-4305 （調基１）第12号          平成28年 4月 1日
     真薬94034 町店 真岡市荒町三丁目４４番地２ （後発調２）第494号       平成28年 6月 1日
     0285-80-8412  (0285-80-8413) （在薬）第951号           平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  545094,035,6 メープル薬局寺久保店〒321-4368 （調基１）第613号         平成28年 8月 1日
     真薬94035 真岡市寺久保１－２－１ （在薬）第974号           平成28年 8月 1日
     0285-81-7640  (0285-81-7641)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  546094,036,4 カワチ薬局真岡西店 〒321-4337 （調基１）第625号         平成29年 1月 1日
     真薬94036 真岡市上高間木３－２－１ （在薬）第1043号          平成29年10月30日
     0285-80-7980  (0285-80-7981)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  547094,037,2 真岡調剤薬局 〒321-4363 （調基３）第175号         平成29年 4月 1日
     真薬94037 真岡市亀山１丁目３１番３号 （後発調１）第864号       平成28年12月 1日
     0285-80-5411  (0285-85-0006) （か薬）第438号           平成28年12月 1日
     （在薬）第992号           平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  548094,038,0 くまさん薬局 〒321-4369 （調基１）第664号         平成29年 5月 1日
     真薬94038 真岡市熊倉三丁目１６番１５ （在薬）第1011号          平成29年 5月 1日
     0285-81-3215  (0285-81-3216)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  549095,008,2 有限会社オカベ薬局 〒321-4305 （調基１）第253号         平成28年 4月 1日
     真薬1008 真岡市荒町１１０３ （か薬）第16号            平成28年 4月 1日
     0285-82-2007  (0285-82-2007) （在薬）第37号            平成 7年 3月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  550095,027,2 北真岡薬局 〒321-4305 （調基１）第187号         平成28年 4月 1日
     真薬1027 真岡市荒町３－４５－１９ （後発調２）第641号       平成29年 4月 1日
     0285-80-5052  (0285-80-5053) （在薬）第182号           平成11年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  551095,029,8 ひばり調剤薬局 〒321-4325 （調基１）第278号         平成28年 4月 1日
     真薬1029 真岡市田町２５６０－１０ （在薬）第373号           平成15年11月 1日
     0285-84-8593  (0285-84-8593)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  552095,034,8 ひまわり薬局 〒321-4306 （調基１）第415号         平成28年 4月 1日
     真薬1034 真岡市台町４１４３ （後発調１）第484号       平成28年 4月 1日
     0285-82-5435  (0285-82-5439)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  553095,035,5 あさひ薬局 〒321-4337 （調基３）第67号          平成28年 4月 1日
     真薬1035 真岡市上高間木２－２５－８ （後発調２）第569号       平成28年 9月 1日
     0285-80-2008  (0285-80-2009) （在調）第31号            平成24年 5月 1日
     （か薬）第349号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第241号           平成12年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  554095,037,1 いちご薬局 〒321-4305 （調基１）第475号         平成28年 4月 1日
     真薬1037 真岡市荒町１１８０－１４ （後発調１）第740号       平成28年 5月 1日
     0285-80-2270  (0285-80-2271) （か薬）第145号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第262号           平成13年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   59

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  555095,042,1 ピノキオ薬局真岡西店〒321-4364 （調基３）第68号          平成28年 4月 1日
     真薬1042 真岡市長田６０１－２ （後発調２）第481号       平成28年 4月 1日
     0285-81-0780  (0285-81-0781) （か薬）第348号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第285号           平成13年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  556095,043,9 クオール薬局たかせ店〒321-4341 （調基３）第161号         平成28年 4月 1日
     真薬1043 真岡市高勢町１－１４３番地 （後発調２）第509号       平成28年 5月 1日
     0285-84-7749  (0285-80-0377) （か薬）第259号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第309号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  557095,045,4 中央薬局真岡店 〒321-4332 （調基１）第71号          平成28年 4月 1日
     真薬1045 真岡市大谷新町１３－９ （後発調１）第868号       平成29年 2月 1日
     0285-81-1088  (0285-81-1089) （薬菌）第57号            平成28年12月 1日
     （か薬）第464号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第431号           平成17年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  558095,046,2 ラベンダー薬局 〒321-4337 （調基３）第101号         平成28年 4月 1日
     真薬1046 真岡市上高間木３－３－８ （後発調２）第361号       平成28年 4月 1日
     0285-81-0055  (0285-81-0056) （在薬）第419号           平成17年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  559095,047,0 日本調剤真岡薬局 〒321-4325 （調基３）第137号         平成28年 4月 1日
     真薬1047 真岡市田町２５６０番地１９ （後発調２）第464号       平成28年 4月 1日
     0285-80-8281  (0285-80-8288) （か薬）第177号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第412号           平成16年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  560095,048,8 エムハート薬局もおか〒321-4335 （調基１）第320号         平成28年 4月 1日
     真薬1048 店 真岡市下高間木一丁目１３番地７ （調）第40号              平成28年 4月 1日
     0285-80-3031  (0285-80-3032) （後発調２）第523号       平成28年 6月 1日
     （在調）第61号            平成26年 9月 1日
     （か薬）第76号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第446号           平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  561095,051,2 ウッディ調剤薬局並木〒321-4361 （調基１）第208号         平成28年 4月 1日
     真薬1051 店 真岡市並木町２丁目２３－７ （後発調１）第816号       平成28年 9月 1日
     0285-84-2460  (0285-84-2470) （か薬）第221号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第447号           平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  562095,052,0 どんぐり薬局 〒321-4325 （調基１）第121号         平成28年 4月 1日
     真薬1052 真岡市田町字奉行松１３６５－４ （後発調２）第543号       平成28年 7月 1日
     0285-80-7677  (0285-80-7676) （か薬）第339号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第582号           平成20年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   60

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  563095,053,8 中央薬局寺内店 〒321-4345 （調基１）第57号          平成28年 4月 1日
     真薬1053 真岡市寺内１３８３－１３ （調）第137号             平成29年 7月 1日
     0285-85-0002  (0285-85-0003) （後発調１）第604号       平成28年 4月 1日
     （薬菌）第40号            平成28年12月 1日
     （か薬）第491号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第504号           平成18年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  564095,055,3 スマイル薬局 〒321-4369 （調基１）第117号         平成28年 4月 1日
     真薬1055 真岡市熊倉３－３７－１コーポラ （後発調１）第644号       平成28年 4月 1日
     スクマクラ１０１ （在薬）第728号           平成20年 6月 1日
     0285-80-7155  (0285-80-7156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  565095,056,1 あおぞら薬局 〒321-4335 （調基１）第473号         平成28年 4月 1日
     真薬1056 真岡市下高間木一丁目２８番地５ （後発調１）第542号       平成28年 4月 1日
     0285-81-1732  (0285-81-1733) （か薬）第176号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第532号           平成19年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  566095,057,9 プラザ薬局真岡店 〒321-4335 （調基１）第163号         平成28年 4月 1日
     真薬1057 真岡市下高間木１－１３－８ （調）第25号              平成28年 4月 1日
     0285-84-0970  (0285-84-6970) （薬菌）第72号            平成29年12月 1日
     （在調）第137号           平成29年 6月 1日
     （か薬）第99号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第536号           平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  567095,059,5 クオール薬局荒町店 〒321-4305 （調基３）第150号         平成28年 4月 1日
     真薬1059 真岡市荒町３丁目４６番地１０ （後発調２）第726号       平成29年12月 1日
     0285-80-5100  (0285-80-5102) （在調）第143号           平成29年 8月 1日
     （か薬）第68号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第546号           平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  568095,061,1 クオール薬局はやぶさ〒321-4361 （調基３）第157号         平成28年 4月 1日
     真薬1061 店 真岡市並木町３丁目１０番２ （後発調１）第827号       平成28年10月 1日
     0285-80-8180  (0285-80-8299) （か薬）第58号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第547号           平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  569095,063,7 たんぽぽ薬局 〒321-4364 （調基１）第474号         平成28年 4月 1日
     真薬1063 真岡市長田１２８８－２０ （後発調２）第591号       平成28年11月 1日
     0285-80-2250  (0285-80-2251) （か薬）第282号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第592号           平成20年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  570095,065,2 ウエルシア薬局真岡熊〒321-4369 （調基１）第341号         平成28年 4月 1日
     真薬1065 倉店 真岡市熊倉１－１－１ （後発調１）第838号       平成28年11月 1日
     0285-80-7122  (0285-80-7124) （在薬）第882号           平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  571095,066,0 ふたば薬局 〒321-4362 （調基１）第147号         平成28年 4月 1日
     真薬1066 真岡市熊倉町３４３９－２
     0285-81-0177  (0285-81-0178)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   61

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  572095,068,6 ライフ薬局 〒321-4522 （調基４）第3号           平成28年 4月 1日
     真薬1068 真岡市久下田西２－８８－２ （在薬）第643号           平成21年11月 1日
     0285-73-1577  (0285-73-1578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  573095,069,4 さわやか薬局 〒321-4369 （調基１）第203号         平成28年 4月 1日
     真薬1069 真岡市熊倉２－２０－１ （後発調２）第449号       平成28年 4月 1日
     0285-81-7071  (0285-81-7072) （か薬）第334号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第861号           平成26年 5月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  574095,071,0 さくら薬局栃木真岡店〒321-4325 （調基３）第79号          平成28年 4月 1日
     真薬1071 真岡市田町２５６０番地２ （後発調２）第574号       平成28年10月 1日
     0285-80-2057  (0285-80-2055) （在調）第98号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第35号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第673号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  575095,074,4 フレンド薬局真岡熊倉〒321-4369 （調基１）第329号         平成28年 4月 1日
     真薬1074 店 真岡市熊倉１－２５－８ （後発調１）第673号       平成28年 4月 1日
     0285-80-1411  (0285-80-1412) （か薬）第213号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第703号           平成23年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  576095,075,1 なでしこ薬局 〒321-4369 （調基１）第483号         平成28年 4月 1日
     真薬1075 真岡市熊倉３丁目１２－１８ （調）第15号              平成28年 4月 1日
     0285-80-8855  (0285-80-8856) （後発調２）第626号       平成29年 2月 1日
     （か薬）第1号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第718号           平成23年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  577095,078,5 ウエルシア薬局二宮久〒321-4522 （調基１）第337号         平成28年 4月 1日
     真薬1078 下田店 真岡市久下田西２－８－２ （後発調１）第975号       平成30年 3月 1日
     0285-73-1351  (0285-73-1352) （在薬）第789号           平成25年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  578104,021,4 和田健悠薬局 〒324-0051 （調基１）第493号         平成28年 4月 1日
     大薬21 大田原市山の手１－１－４ （か薬）第297号           平成28年 4月 1日
     0287-22-2734  （在薬）第32号            平成 7年 1月24日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  579104,022,2 深沢薬局 〒324-0051 （調基１）第49号          平成28年 4月 1日
     大薬22 大田原市山の手２－１３－６ （在薬）第33号            平成 7年 1月24日
     0287-22-2302  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  580104,024,8 薬局戸山のクスリ屋さ〒324-0032 （調基１）第192号         平成28年 4月 1日
     大薬24 ん 大田原市佐久山２０４５ （在薬）第122号           平成10年 5月 1日
     0287-28-2468  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  581104,025,5 薬局美原ファーマシー〒324-0047 （調基１）第165号         平成28年 4月 1日
     大薬25 大田原市美原１－１３－４ （後発調２）第489号       平成28年 4月 1日
     0287-22-5060  （か薬）第410号           平成28年11月 1日
     （在薬）第116号           平成10年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   62

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  582104,026,3 快生堂薬局 〒324-0038 （調基１）第486号         平成28年 4月 1日
     大薬26 大田原市野崎２丁目１０番地４ （後発調２）第746号       平成30年 2月 1日
     0287-29-0036  (0287-29-1609) （か薬）第452号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第123号           平成10年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  583104,028,9 たちばな薬局 〒324-0056 （調基１）第47号          平成28年 4月 1日
     大薬28 大田原市中央２－１３－５ （後発調１）第786号       平成28年 8月 1日
     0287-23-5135  (0287-23-5135) （か薬）第233号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第993号           平成29年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  584104,030,5 まつやドラッグ調剤薬〒324-0056 （調基１）第518号         平成28年 4月 1日
     大薬104030 局 大田原市中央一丁目３番１５号ト
     コトコ大田原内１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  585104,031,3 さとう薬局 〒324-0241 （調基１）第494号         平成28年 4月 1日
     大薬104031 大田原市黒羽向町４４７－６ （後発調２）第497号       平成28年 6月 1日
     0287-54-2034  (0287-54-2086) （か薬）第56号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第823号           平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  586104,032,1 とちぎ薬局佐久山店 〒324-0032 （調基３）第43号          平成28年 4月 1日
     大薬104032 大田原市佐久山２０２０番 （か薬）第216号           平成28年 4月 1日
     0287-47-4790  (0287-47-4791) （在薬）第847号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  587104,034,7 ピノキオ薬局たかせ店〒324-0055 （調基３）第166号         平成28年 9月 1日
     大薬104034 大田原市新富町２丁目１－２１－ （か薬）第412号           平成28年11月 1日
     ４ （在薬）第958号           平成28年 4月 1日
     0287-48-6123  (0287-48-6124)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  588104,035,4 ウエルシア薬局大田原〒324-0041 （調基１）第619号         平成28年11月 1日
     大薬104035 本町店 大田原市本町１－２７０５－８８ （後発調２）第667号       平成29年 6月 1日
     0287-20-2080  (0287-20-2081) （在薬）第983号           平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  589105,016,3 株式会社まつや薬局 〒324-0052 （調基１）第48号          平成28年 4月 1日
     大薬1016 大田原市城山１－５－３１ （在薬）第27号            平成 7年 1月24日
     0287-22-2502  (0287-22-2501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  590105,023,9 有川薬局 〒324-0032 （調基１）第30号          平成28年 4月 1日
     大薬1023 大田原市佐久山２００４ （在薬）第127号           平成10年 6月 1日
     0287-28-0027  (0287-28-3248)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  591105,026,2 有限会社佐藤薬局 〒324-0035 （調基１）第263号         平成28年 4月 1日
     大薬1026 大田原市薄葉２２０６－１ （在薬）第124号           平成10年 5月 1日
     0287-29-1325  (0287-29-1325)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   63

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  592105,032,0 ピノキオ薬局美原店 〒324-0047 （調基２）第46号          平成29年 4月 1日
     大薬1032 大田原市美原２丁目２８３１－５ （後発調２）第623号       平成29年 2月 1日
     ４ （か薬）第359号           平成28年 6月 1日
     0287-23-3490  (0287-23-4027) （在薬）第366号           平成15年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  593105,035,3 ひまわり薬局大田原店〒324-0041 （調基２）第1号           平成28年 4月 1日
     大薬1035 大田原市本町１丁目２７０３－１
     ８３
     0287-20-3535  (0287-20-3536)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  594105,037,9 まつや調剤薬局 〒324-0036 （調基１）第50号          平成28年 4月 1日
     大薬1037 大田原市下石上１２４６－５ （在薬）第230号           平成12年 6月 1日
     0287-29-3727  (0287-29-3727)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  595105,038,7 有限会社セイワ薬局 〒324-0042 （調基１）第634号         平成29年 4月 1日
     大薬1038 大田原市末広２丁目８－２７ （後発調２）第399号       平成28年 4月 1日
     0287-22-2628  (0287-22-3058) （か薬）第470号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第310号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  596105,041,1 シティ薬局町島店 〒324-0063 （調基１）第72号          平成28年 4月 1日
     大薬1041 大田原市町島２００－４０
     0287-20-0666  (0287-20-0656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  597105,042,9 シティ薬局浅香店 〒324-0043 （調基１）第324号         平成28年 4月 1日
     大薬1042 大田原市浅香３丁目３７１１番３ （在薬）第722号           平成23年10月12日
     ５
     0287-20-2520  (0287-20-2521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  598105,044,5 やまゆり薬局 〒324-0241 （調基１）第533号         平成28年 4月 1日
     大薬1044 大田原市黒羽向町６ （在薬）第449号           平成17年11月 1日
     0287-53-0303  (0287-53-0304)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  599105,045,2 ファーコス薬局くろば〒324-0242 （調基３）第116号         平成28年 4月 1日
     大薬1045 ね 大田原市大豆田４５７－１ （後発調２）第479号       平成28年 4月 1日
     0287-53-0201  (0287-54-3441) （在調）第83号            平成27年12月 1日
     （か薬）第503号           平成29年 8月 1日
     （在薬）第489号           平成18年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  600105,046,0 ひまわり薬局富士見店〒324-0028 （調基１）第461号         平成28年 4月 1日
     大薬1046 大田原市富士見１丁目１６０６－ （後発調１）第470号       平成28年 4月 1日
     ２６６ （在薬）第688号           平成22年 8月 3日
     0287-47-6400  (0287-47-6401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  601105,048,6 ピノキオ薬局大田原店〒324-0063 （調基３）第18号          平成28年 4月 1日
     大薬1048 大田原市町島水口前１０－１０ （後発調２）第744号       平成30年 1月 1日
     0287-20-3395  (0287-20-3396) （か薬）第365号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第750号           平成24年 7月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   64

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  602105,049,4 ピノキオファーマシー〒324-0063 （調基３）第21号          平成28年 4月 1日
     大薬1049 ズ那須店 大田原市町島水口前１０９５番１ （後発調２）第504号       平成28年 5月 1日
     0287-48-7653  (0287-48-7654) （か薬）第364号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第753号           平成24年 7月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  603105,052,8 なでしこ薬局 〒324-0062 （調基１）第356号         平成28年 4月 1日
     大薬1052 大田原市中田原字明ノ後１１４１ （後発調２）第639号       平成29年 4月 1日
     番４ （薬菌）第34号            平成28年11月 1日
     0287-47-5818  (0287-47-5819) （在調）第164号           平成30年 3月 1日
     （か薬）第447号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第769号           平成24年12月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  604105,056,9 日本調剤那須薬局 〒324-0062 （調基１）第225号         平成28年 4月 1日
     大薬1056 大田原市中田原１１４１－５ （調）第136号             平成29年 7月 1日
     0287-20-1161  (0287-20-1162) （後発調２）第466号       平成28年 4月 1日
     （薬菌）第69号            平成29年 7月 1日
     （在調）第85号            平成28年 1月 1日
     （か薬）第302号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第754号           平成24年 7月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  605105,057,7 日本調剤大田原薬局 〒324-0062 （調基特１）第5号         平成29年 1月 1日
     大薬1057 大田原市中田原１２８７－２ （調）第106号             平成29年 1月 1日
     0287-20-1331  (0287-20-1332) （後発調２）第465号       平成28年 4月 1日
     （在調）第125号           平成29年 1月 1日
     （か薬）第118号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第755号           平成24年 7月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  606105,058,5 マロン薬局那須赤十字〒324-0063 （調基１）第73号          平成28年 4月 1日
     大薬1058 病院前店 大田原市町島２９６－１ （後発調１）第599号       平成28年 4月 1日
     0287-23-7377  (0287-23-7378) （か薬）第459号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第763号           平成24年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  607105,059,3 ファーマシー中山那須〒324-0062 （調基１）第259号         平成28年 4月 1日
     大薬1059 店 大田原市中田原８６８－１０ （調）第129号             平成29年 5月 1日
     0287-20-1120  (0287-20-1115) （後発調２）第567号       平成28年 9月 1日
     （在調）第152号           平成29年10月 1日
     （か薬）第463号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第793号           平成25年 3月28日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  608105,061,9 とちぎ薬局美原店 〒324-0047 （調基３）第42号          平成28年 4月 1日
     大薬1061 大田原市美原２丁目３１９７－１ （後発調２）第513号       平成28年 6月 1日
     ８ （か薬）第530号           平成29年11月 1日
     0287-48-7679  (0287-48-7649) （在薬）第801号           平成25年 6月 3日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  609105,062,7 いちご薬局大田原店 〒324-0046 （調基１）第91号          平成28年 4月 1日
     大薬1062 大田原市加治屋８３－５８６
     0287-23-9315  (0287-23-9316)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   65

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  610105,063,5 オレンジ薬局大田原店〒324-0063 （調基１）第90号          平成28年 4月 1日
     大薬1063 大田原市町島４－７ （後発調１）第752号       平成28年 6月 1日
     0287-23-1311  (0287-23-1312) （在薬）第953号           平成28年 1月29日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  611105,064,3 チェリー薬局 〒324-0053 （調基１）第522号         平成28年 4月 1日
     大薬1064 大田原市元町１－９－１７
     0287-23-1116  (0287-23-1117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  612105,065,0 ゆうせい薬局 〒324-0055 （調基１）第517号         平成28年 4月 1日
     大薬1065 大田原市新富町３丁目３６９７－ （後発調２）第428号       平成28年 4月 1日
     １
     0287-48-7652  (0287-48-7651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  613114,009,7 だるま薬局矢板店 〒329-1574 （調基１）第11号          平成28年 4月 1日
     矢薬114009 矢板市乙畑１４２３番地１３ （後発調２）第551号       平成28年 7月 1日
     0287-47-7708  (0287-47-7709)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  614114,010,5 フクシ矢板薬局 〒329-2131 （調基３）第171号         平成29年 1月 1日
     矢薬114010 矢板市土屋６８－１ （後発調１）第929号       平成29年10月 1日
     0287-40-2940  (0287-40-2941) （か薬）第442号           平成29年 1月 1日
     （在薬）第996号           平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  615114,011,3 パンジー薬局 〒329-2142 （調基２）第48号          平成30年 1月 1日
     矢薬114011 矢板市木幡１３２６番地１０ （後発調２）第720号       平成29年12月 1日
     0287-48-7590  (0287-48-7591)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  616115,005,4 有限会社大谷薬局 〒329-2164 （在薬）第15号            平成 6年12月14日
     矢薬1005 矢板市本町１４－４
     0287-43-0015  (0287-43-4520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  617115,008,8 村井薬局 〒329-2161 （調基４）第1号           平成28年 4月 1日
     矢薬1008 矢板市扇町１－１０－２７ （在薬）第23号            平成 6年12月22日
     0287-43-7947  (0287-44-3309)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  618115,011,2 株式会社大貫薬局 〒329-2161 （調基１）第537号         平成28年 4月 1日
     矢薬1011 矢板市扇町１－６－４ （後発調２）第530号       平成28年 7月 1日
     0287-43-0019  (0287-43-7638) （在薬）第18号            平成 6年12月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  619115,012,0 シティ薬局 〒329-2162 （調基１）第98号          平成28年 4月 1日
     矢薬1012 矢板市末広町４５番地７ （在薬）第163号           平成10年 8月 1日
     0287-44-2710  (0287-44-2720)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  620115,013,8 カワチ薬局矢板南店 〒329-2142 （調基１）第576号         平成28年 4月 1日
     矢薬1013 矢板市木幡１５６３番地１ （か薬）第516号           平成29年10月 1日
     0287-44-2881  (0287-44-2886) （在薬）第208号           平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   66

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  621115,015,3 いちい薬局 〒329-1571 （調基１）第92号          平成28年 4月 1日
     矢薬1015 矢板市片岡２１５０－３ （在薬）第235号           平成12年10月 1日
     0287-41-8038  (0287-41-8039)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  622115,016,1 シティ薬局本町店 〒329-2164 （調基１）第97号          平成28年 4月 1日
     矢薬1016 矢板市本町１４－１５
     0287-40-3232  (0287-40-3233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  623115,017,9 すえひろ薬局 〒329-2162 （調基１）第597号         平成28年 4月 1日
     矢薬1017 矢板市末広町３３－３ （後発調２）第751号       平成30年 2月 1日
     0287-40-0155  (0287-40-0156) （か薬）第127号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第283号           平成13年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  624115,018,7 ポニー薬局矢板店 〒329-2162 （調基１）第258号         平成28年 4月 1日
     矢薬1018 矢板市末広町６４番地５ （後発調１）第860号       平成29年 1月 1日
     0287-40-0501  (0287-40-0502) （在調）第50号            平成25年11月 1日
     （か薬）第439号           平成29年 1月 1日
     （在薬）第287号           平成13年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  625115,020,3 コスモ調剤薬局矢板南〒329-1574 （調基１）第649号         平成29年 5月 1日
     矢薬1020 店 矢板市乙畑１７３６－２７ （後発調１）第923号       平成29年 8月 1日
     0287-48-8280  (0287-48-8281) （在薬）第426号           平成17年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  626115,022,9 コスモ調剤薬局木幡店〒329-2142 （調基３）第83号          平成28年 4月 1日
     矢薬1022 矢板市木幡字大橋台１３０８－１ （在薬）第494号           平成18年 8月 1日
     0287-40-0655  (0287-40-0656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  627115,024,5 コスモファーマ薬局扇〒329-2161 （調基３）第85号          平成28年 4月 1日
     矢薬1024 町店 矢板市扇町１－１０－３０ （後発調１）第922号       平成29年 8月 1日
     0287-48-7192  (0287-48-7193) （在薬）第725号           平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  628115,025,2 とちの木薬局矢板店 〒329-2145 （調基１）第411号         平成28年 4月 1日
     矢薬1025 矢板市富田３０２ （後発調２）第546号       平成28年 7月 1日
     0287-47-4163  (0287-47-4164) （か薬）第513号           平成29年10月 1日
     （在薬）第1013号          平成29年 5月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  629124,009,5 星薬局中央店 〒325-0048 （調基１）第116号         平成28年 4月 1日
     黒薬9 那須塩原市材木町１－３ （後発調２）第402号       平成28年 4月 1日
     0287-62-3665  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  630125,001,1 有限会社金華堂 〒325-0056 （調基１）第174号         平成28年 4月 1日
     黒薬1001 那須塩原市本町７－２ （後発調２）第487号       平成28年 4月 1日
     0287-62-0077  (0287-63-4303) （か薬）第469号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第56号            平成 8年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   67

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  631125,003,7 合名会社君島薬局 〒325-0052 （調基１）第398号         平成28年 4月 1日
     黒薬1003 那須塩原市中央町２－２５ （後発調２）第490号       平成28年 5月 1日
     0287-62-0108  (0287-63-4561) （か薬）第92号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第61号            平成 8年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  632125,012,8 合名会社君島薬局稲村〒325-0033 （調基１）第191号         平成28年 4月 1日
     黒薬1012 店 那須塩原市埼玉３－５３２ （在薬）第85号            平成 9年 3月 1日
     0287-64-3518  (0287-64-3344)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  633125,013,6 合名会社君島薬局幸町〒325-0057
     黒薬1013 支店 那須塩原市黒磯幸町３－１５
     0287-62-1201  (0287-62-5688)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  634125,021,9 有限会社白井薬局 〒329-3153 （調基１）第290号         平成28年 4月 1日
     黒薬1021 那須塩原市大原間３９４－１ （後発調２）第468号       平成28年 4月 1日
     0287-65-0483  (0287-65-3919) （在薬）第164号           平成10年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  635125,022,7 ひまわり薬局 〒329-3153 （調基１）第292号         平成28年 4月 1日
     黒薬1022 那須塩原市大原間字前表１４０－ （後発調１）第469号       平成28年 4月 1日
     ４ （在薬）第171号           平成10年11月 1日
     0287-67-3011  (0287-67-3033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  636125,023,5 りんどう薬局弥生町店〒325-0044 （調基１）第638号         平成29年 4月 1日
     黒薬1023 那須塩原市弥生町１－１３ （後発調２）第556号       平成28年 7月 1日
     0287-62-6688  (0287-62-6565) （か薬）第57号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第464号           平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  637125,024,3 ポニー薬局黒磯店 〒325-0026 （調基１）第207号         平成28年 4月 1日
     黒薬1024 那須塩原市上厚崎字小林３２３－ （後発調１）第737号       平成28年 5月 1日
     １３ （か薬）第546号           平成30年 2月 1日
     0287-60-5021  (0287-60-5022) （在薬）第243号           平成23年12月22日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  638125,025,0 薬局きみじま 〒325-0013 （調基１）第173号         平成28年 4月 1日
     黒薬1025 那須塩原市鍋掛１０８７－３２ （後発調２）第359号       平成28年 4月 1日
     0287-63-6870  (0287-63-6705)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  639125,026,8 たかばやし薬局 〒325-0107 （調基１）第458号         平成28年 4月 1日
     黒薬1026 那須塩原市高林字下川原林１２０ （後発調２）第564号       平成28年 9月 1日
     ６－１０ （在調）第86号            平成28年 1月 1日
     0287-68-7820  (0287-68-7821) （か薬）第152号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第271号           平成13年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  640125,027,6 さくら薬局黒磯店 〒325-0027 （調基２）第26号          平成28年 4月 1日
     黒薬1027 那須塩原市共墾社８３－３ （後発調１）第817号       平成28年 9月 1日
     0287-60-0701  (0287-60-0702) （か薬）第501号           平成29年 8月 1日
     （在薬）第289号           平成14年 1月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   68

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  641125,028,4 センター薬局 〒325-0045 （調基１）第429号         平成28年 4月 1日
     黒薬1028 那須塩原市高砂町３－４ （後発調２）第571号       平成28年10月 1日
     0287-63-9733  (0287-63-9741) （在薬）第386号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  642125,029,2 ひまわり薬局阿波町店〒325-0073 （調基１）第462号         平成28年 4月 1日
     黒薬1029 那須塩原市阿波町９９－１７ （後発調１）第686号       平成28年 4月 1日
     0287-73-2050  (0287-73-2070) （在薬）第903号           平成27年 1月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  643125,030,0 グリーン薬局 〒325-0057 （調基１）第384号         平成28年 4月 1日
     黒薬1030 那須塩原市黒磯幸町６番２９号 （後発調１）第571号       平成28年 4月 1日
     0287-73-2020  (0287-73-2209) （在薬）第585号           平成20年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  644125,032,6 カワチ薬局黒磯店 〒325-0061 （調基１）第277号         平成28年 4月 1日
     黒薬1032 那須塩原市末広町６５－２ （後発調１）第960号       平成30年 1月 1日
     0287-73-2204  (0287-73-2241) （薬菌）第14号            平成26年 4月 1日
     （在薬）第870号           平成26年 8月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  645125,035,9 ＵＫ本町薬局 〒325-0056 （調基１）第212号         平成28年 4月 1日
     黒薬1035 那須塩原市本町９番３０号 （後発調２）第582号       平成28年10月 1日
     0287-73-2535  (0287-73-2545) （か薬）第460号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第402号           平成16年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  646125,038,3 りんどう薬局 〒325-0014 （調基３）第163号         平成28年 4月 1日
     黒薬1038 那須塩原市野間字神沼４５３－２ （後発調２）第756号       平成30年 2月 1日
     ０ （か薬）第55号            平成28年 4月 1日
     0287-62-6686  (0287-62-6687) （在薬）第465号           平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  647134,002,8 君島薬局 〒325-0107 （調基１）第558号         平成28年 4月 1日
     那塩薬2 那須塩原市高林３７７ （後発調１）第792号       平成28年 8月 1日
     0287-68-0009  (0287-68-0009)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  648134,003,6 なでしこ薬局東三島店〒329-2751 （調基３）第96号          平成28年 4月 1日
     那塩薬134003 那須塩原市東三島３丁目６７番３ （後発調２）第708号       平成29年10月 1日
     ０ （在薬）第867号           平成26年 6月23日
     0287-48-7091  (0287-48-7092)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  649134,005,1 小沢薬局 〒329-2753 （調基１）第534号         平成28年 4月 1日
     那塩薬134005 那須塩原市五軒町１－３１ （後発調１）第595号       平成28年 4月 1日
     0287-36-1945  (0287-36-1848)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  650134,006,9 ふじ調剤薬局西那須野〒329-2712 （調基１）第153号         平成28年 4月 1日
     那塩薬134006 店 那須塩原市下永田３丁目１１５９ （調）第81号              平成28年 6月 1日
     －７ （後発調２）第403号       平成28年 4月 1日
     0287-53-7277  (0287-53-7278) （在調）第90号            平成28年 2月 1日
     （か薬）第181号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第919号           平成27年 5月 7日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   69

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  651134,007,7 ココ薬局 〒329-3133 （調基１）第114号         平成28年 4月 1日
     那塩薬134007 那須塩原市沓掛１丁目１１番８ （後発調２）第448号       平成28年 4月 1日
     0287-74-5308  (0287-74-5309) （在薬）第872号           平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  652134,008,5 ピノキオ薬局黒磯店 〒325-0058 （調基３）第19号          平成28年 4月 1日
     那塩薬134008 那須塩原市錦町４－１８ （後発調２）第503号       平成28年 5月 1日
     0287-73-2420  (0287-73-2421) （か薬）第361号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第900号           平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  653134,009,3 ピノキオファーマシー〒325-0046 （調基３）第28号          平成28年 4月 1日
     那塩薬134009 ズ那須塩原店 那須塩原市大黒町４－２２－２ （後発調２）第505号       平成28年 5月 1日
     0287-74-5552  (0287-74-5553) （か薬）第413号           平成28年11月 1日
     （在薬）第910号           平成27年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  654134,010,1 黒磯ロイヤル薬局 〒325-0047 （調基１）第250号         平成28年 4月 1日
     那塩薬134010 那須塩原市若葉町６６番１２０ （調）第35号              平成28年 4月 1日
     0287-62-6698  (0287-62-6869) （後発調１）第974号       平成30年 3月 1日
     （在調）第144号           平成29年 9月 1日
     （か薬）第96号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第918号           平成27年 3月30日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  655134,011,9 中央薬局黒磯店 〒325-0055 （調基１）第8号           平成28年 4月 1日
     那塩薬134011 那須塩原市宮町１－１０ （後発調２）第417号       平成28年 4月 1日
     0287-60-7727  (0287-60-7730) （薬菌）第47号            平成28年12月 1日
     （か薬）第369号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第944号           平成28年 1月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  656134,012,7 ファーコス薬局すまい〒329-3156 （調基３）第174号         平成29年 4月 1日
     那塩薬134012 る 那須塩原市方京１－６－１ （後発調２）第539号       平成28年 6月 1日
     0287-65-4440  (0287-65-4441)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  657134,013,5 ファーマみらい那須塩〒329-3157 （調基３）第167号         平成28年 9月 1日
     那塩薬134013 原薬局 那須塩原市大原間西１－６－６ （後発調１）第832号       平成28年 9月 1日
     0287-65-2323  (0287-65-0121) （か薬）第555号           平成30年 3月 1日
     （在薬）第987号           平成28年11月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  658134,014,3 フクシ塩原薬局 〒329-2921 （調基３）第173号         平成29年 1月 1日
     那塩薬134014 那須塩原市塩原１２６６ （在薬）第998号           平成29年 1月 1日
     0287-31-1920  (0287-31-1921)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  659134,015,0 アイセイ薬局三島店 〒329-2751 （調基３）第195号         平成29年10月 1日
     那塩薬134015 那須塩原市東三島２丁目８０－５ （後発調１）第943号       平成29年10月 1日
     0287-39-6464  (0287-39-6400) （か薬）第528号           平成29年10月 1日
     （在薬）第1045号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   70

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  660134,016,8 アイセイ薬局幸町店 〒329-2724 （調基３）第194号         平成29年10月 1日
     那塩薬134016 那須塩原市西幸町７番１５号 （後発調２）第755号       平成30年 2月 1日
     0287-39-1631  (0287-39-1632) （か薬）第529号           平成29年10月 1日
     （在薬）第1044号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  661135,000,1 すぎの木薬局 〒325-0014 （調基１）第46号          平成28年 4月 1日
     那塩薬1000 那須塩原市野間大字神沼４５６ （調）第72号              平成28年 4月 1日
     0287-64-3900  (0287-64-3903) （か薬）第280号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第742号           平成24年 4月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  662135,001,9 センター薬局塩原店 〒329-2811 （調基１）第247号         平成28年 4月 1日
     那塩薬1001 那須塩原市下田野字街道東５３１
     －１３６
     0287-35-3233  (0287-35-2537)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  663135,003,5 ウエルシア薬局西那須〒329-2704 （調基１）第350号         平成28年 4月 1日
     那塩薬1003 野南郷屋店 那須塩原市新南１６３－１２ （在薬）第886号           平成26年10月 8日
     0287-39-5255  (0287-39-5292)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  664135,005,0 クオール薬局西那須野〒329-2722 （調基１）第536号         平成28年 4月 1日
     那塩薬1005 店 那須塩原市西朝日町６－４２ （調）第84号              平成28年 6月 1日
     0287-39-3330  (0287-39-3331) （在調）第20号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第78号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第548号           平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  665135,006,8 カワチ薬局大田原西店〒329-2713 （調基１）第554号         平成28年 4月 1日
     那塩薬1006 那須塩原市緑１－８－４４ （後発調１）第720号       平成28年 6月 1日
     0287-39-6558  (0287-39-6575) （か薬）第527号           平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  666135,008,4 ひがしの薬局那須塩原〒329-2735 （調基１）第206号         平成28年 4月 1日
     那塩薬1008 店 那須塩原市太夫塚１丁目１９３－ （後発調１）第536号       平成28年 4月 1日
     １１
     0287-38-2537  (05033973711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  667135,010,0 りんどう薬局緑店 〒329-2713 （調基３）第153号         平成28年 4月 1日
     那塩薬1010 那須塩原市緑一丁目８番４７３ （か薬）第235号           平成28年 4月 1日
     0287-46-7320  (0287-46-7321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  668135,014,2 りんどう薬局東店 〒325-0044 （調基３）第152号         平成28年 4月 1日
     那塩薬1014 那須塩原市弥生町１－１６ （後発調２）第427号       平成28年 4月 1日
     0287-74-2367  (0287-74-2368) （か薬）第54号            平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   71

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  669135,015,9 ふじ調剤薬局 〒325-0023 （調基１）第156号         平成28年 4月 1日
     那塩薬1015 那須塩原市豊浦９３－２３ （調）第82号              平成28年 6月 1日
     0287-74-2414  (0287-74-2415) （後発調２）第491号       平成28年 5月 1日
     （在調）第126号           平成29年 2月 1日
     （か薬）第188号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第749号           平成24年 6月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  670144,001,8 中央薬局きぬの里店 〒329-1316 （調基１）第61号          平成28年 4月 1日
     桜薬144001 さくら市上阿久津１７７９－５ （後発調１）第600号       平成28年 4月 1日
     028-682-0188  (028-682-0190) （薬菌）第45号            平成28年12月 1日
     （か薬）第449号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第856号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  671144,002,6 だるま薬局 〒329-1311 （調基１）第419号         平成28年 4月 1日
     桜薬144002 さくら市氏家２５６５－３３ （調）第134号             平成29年 6月 1日
     028-681-8118  (028-681-8119) （後発調２）第480号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第481号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第842号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  672144,003,4 氏家中央薬局 〒329-1326 （調基１）第87号          平成28年 4月 1日
     桜薬144003 さくら市向河原４０８７番２ （か薬）第158号           平成28年 4月 1日
     028-612-1401  (028-612-1402) （在薬）第1032号          平成29年 8月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  673145,002,5 ポプリ薬局 〒329-1311 （調基２）第21号          平成28年 4月 1日
     桜薬1002 さくら市氏家３２４５－１６ （後発調２）第706号       平成29年10月 1日
     028-681-6088  (028-681-6077) （か薬）第232号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第652号           平成22年 3月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  674145,004,1 とちの木薬局 〒329-1311 （調基１）第170号         平成28年 4月 1日
     桜薬1004 さくら市氏家１８１８－５７ （後発調２）第625号       平成29年 2月 1日
     028-681-2488  (028-681-2477) （か薬）第548号           平成30年 2月 1日
     （在薬）第583号           平成20年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  675145,008,2 カワチ薬局さくら店 〒329-1312 （調基１）第567号         平成28年 4月 1日
     桜薬1008 さくら市櫻野４８６ （後発調１）第546号       平成28年 4月 1日
     028-681-7331  (028-681-7332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  676145,010,8 中央薬局喜連川店 〒329-1412 （調基１）第60号          平成28年 4月 1日
     桜薬1010 さくら市喜連川７５９－１ （薬菌）第46号            平成28年12月 1日
     028-666-7801  (028-666-7802) （か薬）第253号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第850号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   72

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  677145,011,6 さくら薬局栃木氏家店〒329-1312 （調基１）第413号         平成28年 4月 1日
     桜薬1011 さくら市櫻野字五行１２９３－２ （調）第4号               平成28年 4月 1日
     ３ （後発調２）第365号       平成28年 4月 1日
     028-681-0100  (028-681-7086) （在調）第119号           平成28年 9月 1日
     （か薬）第41号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第674号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  678145,012,4 さくら薬局さくら卯の〒329-1323 （調基１）第227号         平成28年 4月 1日
     桜薬1012 里店 さくら市卯の里４－５６－５ （後発調１）第968号       平成30年 1月 1日
     028-682-9262  (028-682-9263) （在調）第139号           平成29年 6月 1日
     （か薬）第450号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第675号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  679145,014,0 ポピー薬局 〒329-1305 （調基１）第551号         平成28年 4月 1日
     桜薬1014 さくら市狹間田１９２４－３ （後発調２）第561号       平成28年 9月 1日
     028-681-5501  (028-681-5502) （か薬）第230号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第967号           平成28年 5月18日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  680145,015,7 コスモファーマ薬局氏〒329-1322 （調基１）第423号         平成28年 4月 1日
     桜薬1015 家店 さくら市北草川二丁目１９－８ （後発調２）第457号       平成28年 4月 1日
     028-678-9265  (028-678-9266) （在薬）第752号           平成24年 7月 9日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  681145,016,5 レモン薬局氏家店 〒329-1311 （調基１）第189号         平成28年 4月 1日
     桜薬1016 さくら市氏家２５７９－１１ （調）第153号             平成29年12月 1日
     028-681-1351  (028-681-1352) （後発調２）第555号       平成28年 7月 1日
     （か薬）第533号           平成29年12月 1日
     （在薬）第796号           平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  682154,002,3 フクシ烏山薬局 〒321-0605 （調基３）第172号         平成29年 1月 1日
     那烏薬154002 那須烏山市滝田９９６－１０ （後発調２）第733号       平成30年 1月 1日
     0287-82-7600  (0287-82-7601) （か薬）第443号           平成29年 1月 1日
     （在薬）第997号           平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  683155,000,6 にこにこ薬局 〒321-0634 （調基１）第119号         平成28年 4月 1日
     那烏薬1000 那須烏山市野上字道東６３７－１ （後発調１）第645号       平成28年 4月 1日
     ５ （か薬）第340号           平成28年 6月 1日
     0287-80-0131  (0287-80-0132) （在薬）第584号           平成20年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  684155,001,4 オカモト薬局烏山店 〒321-0604 （調基１）第107号         平成28年 4月 1日
     那烏薬1001 那須烏山市中山１３６－１ （後発調１）第959号       平成30年 1月 1日
     0287-83-8262  (0287-83-8263) （か薬）第89号            平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  685164,002,1 いずみ薬局 〒329-0414 （調基１）第220号         平成28年 4月 1日
     下薬164002 下野市小金井２９７７番２ （後発調２）第542号       平成28年 7月 1日
     0285-35-1037  (0285-35-4754) （在薬）第828号           平成25年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   73

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  686164,003,9 フレンド薬局自治医大〒329-0403 （調基１）第331号         平成28年 4月 1日
     野薬164003 駅前店 下野市医大前３－２－１８ （か薬）第214号           平成28年 4月 1日
     0285-39-7601  (0285-39-7602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  687164,004,7 あおぞら薬局 〒329-0414 （調基１）第199号         平成28年 4月 1日
     野薬164004 下野市小金井４丁目１番１５ （後発調１）第765号       平成28年 6月 1日
     0285-38-8967  (0285-38-8968) （在薬）第865号           平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  688164,006,2 フクシ小金井薬局 〒329-0414 （調基２）第32号          平成28年 4月 1日
     野薬164006 下野市小金井１丁目１４－１４ （後発調２）第533号       平成28年 7月 1日
     0285-40-2940  (0285-40-2941) （か薬）第212号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第875号           平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  689164,007,0 くまのこ薬局 〒329-0502 （調基１）第143号         平成28年 4月 1日
     野薬164007 下野市下古山２丁目６番２８ （後発調２）第447号       平成28年 4月 1日
     0285-32-6161  (0285-32-6162) （在薬）第899号           平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  690164,008,8 綿屋薬局南河内店 〒329-0432 （調基１）第557号         平成28年 4月 1日
     野薬164008 下野市仁良川１５２１番１ （後発調２）第391号       平成28年 4月 1日
     0285-38-7874  (0285-38-7924) （在薬）第904号           平成27年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  691164,009,6 株式会社フレンドグリ〒329-0434 （調基１）第330号         平成28年 4月 1日
     野薬164009 ーンタウン調剤薬局 下野市 園１－１３－６Ｓ・Ｅ・ （調）第124号             平成29年 5月 1日
     Ｋ　ＢＬＤ１階 （在調）第97号            平成28年 4月 1日
     0285-44-0938  (0285-44-0985) （か薬）第454号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第920号           平成27年 4月30日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  692164,010,4 ウエルシア薬局下野小〒329-0412 （調基１）第343号         平成28年 4月 1日
     野薬164010 金井店 下野市柴８３０番地９ （後発調２）第705号       平成29年10月 1日
     0285-43-1056  (0285-43-1057) （在薬）第923号           平成27年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  693164,011,2 さくら薬局下野下古山〒329-0502 （調基３）第78号          平成28年 4月 1日
     野薬164011 店 下野市下古山８８番地９ （後発調２）第524号       平成28年 6月 1日
     0285-53-0180  (0285-53-0191) （か薬）第451号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第950号           平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  694164,012,0 プライム薬局自治医大〒329-0434 （調基１）第605号         平成28年 5月 1日
     野薬164012 店 下野市 園２－３６－３ （後発調２）第766号       平成30年 3月 1日
     0285-39-6522  (0285-39-6523) （在薬）第963号           平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  695164,013,8 スマイル薬局 〒329-0502 （調基１）第609号         平成28年 5月 1日
     野薬164013 下野市下古山３３７８－１ （後発調１）第769号       平成28年 5月 1日
     0285-51-1270  (0285-51-1271) （在薬）第970号           平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  696164,014,6 とちぎ薬局石橋店 〒329-0511 （調基３）第184号         平成29年 8月 1日
     野薬164014 下野市石橋９６４－１ （後発調１）第901号       平成29年 6月 1日
     0285-38-8564  (0285-38-8565) （在薬）第1000号          平成29年 3月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   74

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  697164,015,3 石橋調剤薬局 〒329-0511 （調基１）第658号         平成29年 2月27日
     野薬164015 下野市石橋９６６－１ （調）第112号             平成29年 2月27日
     0285-52-0874  (0285-52-0152) （在調）第134号           平成29年 2月27日
     （か薬）第453号           平成29年 2月27日
     （在薬）第1003号          平成29年 2月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  698164,016,1 ふじ薬局 〒329-0511 （調基３）第189号         平成29年 8月 1日
     野薬164016 下野市石橋９６８－８ （後発調１）第930号       平成29年 8月 1日
     0285-52-2481  (0285-51-2271) （在調）第151号           平成29年 9月 1日
     （か薬）第508号           平成29年 8月 1日
     （在薬）第1036号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  699164,017,9 文教薬局 〒329-0507 （調基１）第687号         平成29年11月 1日
     野薬164017 下野市文教２丁目８番２号 （後発調２）第748号       平成30年 2月 1日
     0285-39-6913  (0285-39-6914)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  700165,001,2 株式会社フレンド自治〒329-0434 （調基１）第438号         平成28年 4月 1日
     野薬1001 医大前しもつけ調剤薬下野市祇園１－１０－３ （か薬）第77号            平成28年 4月 1日
     局 0285-40-0360  (0285-40-0362) （在薬）第508号           平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  701165,002,0 中央薬局国分寺店 〒329-0414 （調基２）第17号          平成28年 4月 1日
     野薬1002 下野市小金井７７６－１ （後発調１）第889号       平成29年 4月 1日
     0285-40-8002  (0285-40-8006) （薬菌）第38号            平成28年12月 1日
     （か薬）第483号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第726号           平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  702165,003,8 クオール薬局石橋店 〒329-0511 （調基１）第516号         平成28年 4月 1日
     野薬1003 下野市石橋８１２－２ （調）第91号              平成28年 8月 1日
     0285-51-1212  (0285-51-1213) （後発調１）第949号       平成29年11月 1日
     （在調）第43号            平成25年 4月 1日
     （か薬）第254号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第549号           平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  703165,004,6 フレンド調剤自治医大〒329-0431 （調基１）第230号         平成28年 4月 1日
     野薬1004 東店 下野市薬師寺３１７１－２６ （調）第23号              平成28年 4月 1日
     0285-40-1147  (0285-40-1148) （薬菌）第19号            平成26年12月 1日
     （在調）第22号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第117号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第551号           平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  704165,006,1 はぁと薬局 〒329-0516 （調基１）第407号         平成28年 4月 1日
     野薬1006 下野市大光寺１－１１－１１ （在薬）第620号           平成21年 5月 1日
     0285-37-6801  (0285-37-6802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   75

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  705165,007,9 さくら薬局小金井店 〒329-0413 （調基１）第425号         平成28年 4月 1日
     野薬1007 下野市駅東６－１－３ （後発調２）第658号       平成29年 5月 1日
     0285-40-1312  (0285-40-1322) （在調）第70号            平成27年 5月 1日
     （在薬）第676号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  706165,008,7 さくら薬局自治医大前〒329-0403 （調基１）第424号         平成28年 4月 1日
     野薬1008 店 下野市医大前３－１２－１ （後発調１）第951号       平成29年11月 1日
     0285-44-2511  (0285-44-1300) （か薬）第437号           平成29年 1月 1日
     （在薬）第677号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  707165,010,3 伊沢薬局 〒329-0511 （調基２）第8号           平成28年 4月 1日
     野薬1010 下野市石橋５７３－１
     0285-53-1231  (0285-53-0670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  708165,011,1 ヘルシー薬局 〒329-0434 （調基１）第646号         平成29年 4月 1日
     野薬1011 下野市祇園２丁目３６－１ （調）第120号             平成29年 4月 1日
     0285-40-1280  (0285-40-1282) （後発調１）第489号       平成28年 4月 1日
     （在調）第77号            平成27年10月 1日
     （か薬）第72号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第740号           平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  709165,012,9 エムハート薬局こがね〒329-0414 （調基３）第62号          平成28年 4月 1日
     野薬1012 い店 下野市小金井１－３４－７ （在薬）第762号           平成24年10月 1日
     0285-40-0313  (0285-44-3710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  710165,013,7 パイン薬局 〒329-0507 （調基１）第583号         平成28年 4月 1日
     野薬1013 下野市文教一丁目１１番２６ （後発調１）第766号       平成28年 7月 1日
     0285-38-9605  (0285-38-9604) （在薬）第982号           平成28年 8月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  711165,014,5 園薬局 〒329-0434 （調基１）第420号         平成28年 4月 1日
     野薬1014 下野市 園１－２－１ （か薬）第40号            平成28年 4月 1日
     0285-44-5455  (0285-44-5477) （在薬）第764号           平成24年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  712165,015,2 フレンド薬局小金井店〒329-0414 （調基１）第197号         平成28年 4月 1日
     野薬1015 下野市小金井五丁目２６番地４ （調）第89号              平成28年 7月 1日
     0285-40-5177  (0285-40-5178) （後発調１）第847号       平成28年11月 1日
     （在調）第129号           平成29年 3月 1日
     （か薬）第167号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第840号           平成26年 3月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  713214,005,4 須藤薬局 〒329-1105 （調基１）第403号         平成28年 4月 1日
     河薬5 宇都宮市中岡本町３７４０－１６
     028-673-4341  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  714214,006,2 賢方堂薬局 〒329-1103 （在薬）第192号           平成11年 6月 1日
     河薬6 宇都宮市東岡本町７４０－８８
     028-673-9354  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   76

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  715214,009,6 チューリップ薬局 〒329-0525 （調基３）第91号          平成28年 4月 1日
     河薬214009 河内郡上三川町大字大山字上ノ原 （後発調１）第950号       平成29年11月 1日
     ４６８－１ （在薬）第876号           平成26年 9月 1日
     0285-51-1070  (0285-51-1072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  716214,011,2 中央薬局上三川店 〒329-0617 （調基１）第78号          平成28年 4月 1日
     河薬214011 河内郡上三川町大字上蒲生２３１ （後発調２）第671号       平成29年 6月 1日
     ２番４ （薬菌）第42号            平成28年12月 1日
     0285-57-0727  (0285-57-0728) （在薬）第978号           平成28年 8月24日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  717214,012,0 さくら新上三川病院前〒329-0611 （調基３）第124号         平成28年 4月 1日
     河薬214012 薬局 河内郡上三川町上三川２３６０－ （後発調１）第680号       平成28年 4月 1日
     １ （在薬）第933号           平成27年10月 1日
     0285-39-8039  (0285-39-8037)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  718214,014,6 サン薬局上三川店 〒329-0618 （調基３）第181号         平成29年 4月 1日
     河薬214014 河内郡上三川町しらさぎ１－４３ （在調）第122号           平成28年11月 1日
     －２第二高橋ハイツ１１１ （か薬）第478号           平成29年 6月 1日
     0285-55-1030  (0285-55-1031) （在薬）第988号           平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  719215,009,5 上三川薬局 〒329-0617 （調基３）第47号          平成28年 4月 1日
     河薬1009 河内郡上三川町上蒲生２２００ （か薬）第418号           平成28年11月 1日
     0285-56-4738  (0285-56-4743) （在薬）第573号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  720215,010,3 株式会社フレンド　薬〒329-0434 （調基１）第236号         平成28年 4月 1日
     河薬1010 師寺調剤薬局 下野市祇園１－１０－５ （調）第92号              平成28年 8月 1日
     0285-44-8899  (0285-44-8992) （在調）第130号           平成29年 3月 1日
     （か薬）第160号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第356号           平成15年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  721215,011,1 アップル薬局 〒329-0434 （調基１）第152号         平成28年 4月 1日
     河薬1011 下野市祇園２－３－３ （調）第36号              平成28年 4月 1日
     0285-44-5711  (0285-44-5712) （在調）第4号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第172号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第640号           平成21年10月22日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  722215,015,2 ピノキオ薬局自治店 〒329-0434 （調基１）第657号         平成29年 4月 1日
     河薬1015 下野市祇園１－１３－２ （調）第119号             平成29年 4月 1日
     0285-40-1156  (0285-40-1161) （在調）第156号           平成29年10月 1日
     （か薬）第398号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第333号           平成14年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  723215,017,8 かりん調剤薬局 〒329-0433 （調基１）第484号         平成28年 4月 1日
     河薬1017 下野市緑５－１７－１３ （後発調１）第727号       平成28年 6月 1日
     0285-40-1165  (0285-40-1154) （か薬）第319号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第377号           平成16年 3月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   77

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  724215,020,2 おかもと薬局 〒329-1104 （調基１）第238号         平成28年 4月 1日
     河薬1020 宇都宮市下岡本町４０７４－２ （後発調２）第619号       平成29年 2月 1日
     028-673-8220  (028-673-8206) （在調）第34号            平成24年 8月 1日
     （か薬）第499号           平成29年 8月 1日
     （在薬）第399号           平成16年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  725215,021,0 ふたば薬局 〒329-0434 （調基１）第547号         平成28年 4月 1日
     河薬1021 下野市祇園２－１４－３ （後発調２）第498号       平成28年 5月 1日
     0285-40-1481  (0285-40-1482) （か薬）第357号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第311号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  726215,022,8 株式会社フレンド南河〒329-0434 （調基１）第464号         平成28年 4月 1日
     河薬1022 内調剤薬局 下野市祇園１－２５－４ （後発調１）第675号       平成28年 4月 1日
     0285-40-1335  (0285-40-1336) （在薬）第487号           平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  727215,023,6 ピノキオ薬局南河内店〒329-0431 （調基１）第159号         平成28年 4月 1日
     河薬1023 下野市薬師寺３１７１－３１ （調）第26号              平成28年 5月 1日
     0285-40-1256  (0285-40-1257) （か薬）第47号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第334号           平成14年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  728215,024,4 有限会社富士ファーマ〒329-1105 （調基１）第273号         平成28年 4月 1日
     河薬1024 シーつくし薬局 宇都宮市中岡本町２６９２－１２ （後発調１）第888号       平成29年 4月 1日
     028-671-2211  (028-671-2200) （か薬）第465号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第588号           平成20年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  729215,026,9 株式会社フレンド本郷〒329-0607 （調基１）第467号         平成28年 4月 1日
     河薬1026 台調剤薬局 河内郡上三川町大字西汗１７０１ （か薬）第159号           平成28年 4月 1日
     番４５ （在薬）第511号           平成19年 3月 1日
     0285-55-1371  (0285-55-1372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  730215,027,7 有限会社伊澤薬局 〒329-0611 （調基１）第7号           平成28年 4月 1日
     河薬1027 河内郡上三川町上三川４９７３
     0285-56-2008  (0285-56-7119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  731215,028,5 有限会社富士ファーマ〒329-1105 （調基２）第23号          平成28年 4月 1日
     河薬1028 シーあかし薬局 宇都宮市中岡本町３７１０－８８ （か薬）第323号           平成28年 5月 1日
     028-671-2332  (028-671-2333) （在薬）第589号           平成20年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  732215,031,9 有限会社富士ファーマ〒329-0611 （調基１）第477号         平成28年 4月 1日
     河薬1031 シーちとせ薬局 河内郡上三川町大字上三川字富士 （後発調１）第531号       平成28年 4月 1日
     山３３５７－９ （在薬）第590号           平成20年 6月 1日
     0285-55-2080  (0285-55-2081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  733215,032,7 くすの木薬局 〒329-0618 （調基１）第244号         平成28年 4月 1日
     河薬1032 河内郡上三川町しらさぎ１丁目１ （後発調１）第829号       平成28年10月 1日
     ８番９ （在薬）第388号           平成16年 4月 1日
     0285-55-1281  (0285-56-2600)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   78

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  734215,036,8 たんぽぽ薬局田原店 〒329-1112 （調基１）第111号         平成28年 4月 1日
     河薬1036 宇都宮市上田原町６６０－９ （後発調２）第390号       平成28年 4月 1日
     028-672-0131  (028-672-0131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  735215,037,6 カワチ薬局自治医大店〒329-0434 （調基１）第569号         平成28年 4月 1日
     河薬1037 下野市祇園１－８ （在薬）第497号           平成18年 9月 1日
     0285-40-1552  (0285-40-1553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  736215,043,4 ミント薬局本郷台店 〒329-0607 （調基１）第454号         平成28年 4月 1日
     河薬1043 河内郡上三川町大字西汗字中赤堀 （後発調２）第734号       平成30年 1月 1日
     １７０６－１２ （か薬）第387号           平成28年 7月 1日
     0285-37-7799  (0285-37-7802) （在薬）第709号           平成23年 6月29日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  737215,044,2 コスモファーマ薬局上〒329-0607 （調基３）第86号          平成28年 4月 1日
     河薬1044 三川店 河内郡上三川町大字西汗１６４４ （在薬）第644号           平成21年12月 1日
     －４
     0285-55-2168  (0285-55-2169)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  738215,048,3 コスモファーマ薬局上〒329-0611 （調基３）第73号          平成28年 4月 1日
     河薬1048 三川南店 河内郡上三川町大字上三川字東舘 （後発調２）第459号       平成28年 4月 1日
     ２８７３－１ （在薬）第761号           平成24年 9月 3日
     0285-38-9245  (0285-38-9246)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  739225,001,0 有限会社ふれあい薬局〒322-0601 （調基２）第9号           平成28年 4月 1日
     上薬1001 栃木市西方町金崎３０４－６ （後発調２）第773号       平成30年 3月 1日
     0282-91-1125  (0282-91-1126) （薬菌）第18号            平成26年11月 1日
     （か薬）第32号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第183号           平成11年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  740225,003,6 有限会社山中薬局 〒322-0601 （調基１）第297号         平成28年 4月 1日
     上薬1003 栃木市西方町金崎３１７－１ （後発調２）第675号       平成29年 7月 1日
     0282-92-2027  (0282-92-2416) （在薬）第153号           平成10年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  741225,004,4 なかよし薬局 〒322-0601 （調基１）第232号         平成28年 4月 1日
     上薬1004 栃木市西方町金崎２７３－３ （調）第139号             平成29年 7月 1日
     0282-91-1510  (0282-91-1512) （後発調２）第747号       平成30年 2月 1日
     （薬菌）第16号            平成26年 9月 1日
     （か薬）第62号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第715号           平成23年 8月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  742234,021,7 野村薬局 〒329-0511
     下薬21 下野市石橋２３４－１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  743234,027,4 佐藤中薬局 〒321-0203
     下薬27 下都賀郡壬生町幸町３－３３－２
     0282-86-1380  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   79

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  744234,037,3 ひろみ薬局 〒329-0111 （調基１）第40号          平成28年 4月 1日
     下薬37 下都賀郡野木町丸林２００－１１ （後発調２）第739号       平成30年 1月 1日
     0280-55-0243  （か薬）第316号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第26号            平成 7年 1月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  745234,053,0 みぶ薬局 〒321-0226 （調基１）第470号         平成28年 4月 1日
     下薬234053 下都賀郡壬生町中央町１０－１２ （後発調２）第467号       平成28年 4月 1日
     0282-25-6588  (0282-82-8844) （薬菌）第21号            平成27年 5月 1日
     （か薬）第424号           平成28年11月 1日
     （在薬）第917号           平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  746234,055,5 ビオラ薬局 〒329-0115 （調基１）第544号         平成28年 4月 1日
     下薬234055 下都賀郡野木町野渡２７９６－５ （後発調２）第430号       平成28年 4月 1日
     0280-23-6815  (0280-23-6816) （か薬）第519号           平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  747234,056,3 アイセイ薬局野木店 〒329-0115 （調基１）第618号         平成28年10月 1日
     下薬234056 下都賀郡野木町野渡２４３－２ （調）第101号             平成28年10月 1日
     0280-54-0023  (0280-57-2223) （後発調１）第890号       平成29年 4月 1日
     （か薬）第422号           平成28年10月 1日
     （在薬）第986号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  748234,057,1 わかば薬局壬生店 〒321-0228 （調基３）第191号         平成29年10月 1日
     下薬234057 下都賀郡壬生町大師町３８－３ （後発調２）第686号       平成29年 8月 1日
     0282-28-6250  (0282-28-6251) （薬菌）第67号            平成29年 5月 1日
     （在調）第162号           平成30年 2月 1日
     （在薬）第1007号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  749234,058,9 ＳＦＣ薬局壬生中央店〒321-0202 （調基３）第183号         平成29年 7月 1日
     下薬234058 下都賀郡壬生町おもちゃのまち２ （後発調１）第917号       平成29年 7月 1日
     －４－６ （在薬）第1024号          平成29年 7月 1日
     0282-85-0557  (0282-86-6162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  750235,020,8 髙 薬局 〒329-0111 （調基１）第74号          平成28年 4月 1日
     下薬1020 下都賀郡野木町丸林４２１－１ （後発調２）第643号       平成29年 4月 1日
     0280-55-0607  (0280-57-3995) （在薬）第956号           平成28年 4月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  751235,029,9 薬局博芳堂 〒321-0203 （調基１）第148号         平成28年 4月 1日
     下薬1029 下都賀郡壬生町幸町１－４－１３ （在薬）第155号           平成10年 7月 1日
     0282-86-1049  (0282-86-1049)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  752235,031,5 有限会社くにや薬局 〒321-0217 （調基４）第2号           平成28年 4月 1日
     下薬1031 下都賀郡壬生町至宝１－７－３ （在薬）第212号           平成12年 1月 1日
     0282-82-0692  (0282-82-1662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   80

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  753235,042,2 有限会社エイアイコー〒323-1104 （調基３）第102号         平成28年 4月 1日
     下薬1042 ポレーション　ふじ調栃木市藤岡町藤岡新町１８４５－ （か薬）第331号           平成28年 5月 1日
     剤薬局 ２３ （在薬）第157号           平成10年 7月 1日
     0282-62-1189  (0282-62-1014)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  754235,045,5 エイケン調剤薬局 〒329-4307 （調基１）第529号         平成28年 4月 1日
     下薬1045 栃木市岩舟町静５５０－７ （調）第1号               平成28年 4月 1日
     0282-55-6996  (0282-55-6997) （後発調２）第507号       平成28年 5月 1日
     （在調）第148号           平成29年 9月 1日
     （か薬）第87号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第1号             平成 6年10月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  755235,049,7 いわぶち調剤薬局 〒329-0502 （調基１）第495号         平成28年 4月 1日
     下薬1049 下野市下古山一丁目６番地２２ （後発調２）第413号       平成28年 4月 1日
     0285-52-2282  (0285-52-2277) （在薬）第19号            平成 6年12月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  756235,052,1 グレープ調剤薬局 〒329-4309 （調基２）第16号          平成28年 4月 1日
     下薬1052 栃木市岩舟町畳岡５３４－６ （後発調２）第506号       平成28年 5月 1日
     0282-55-1400  (0282-55-1401) （か薬）第79号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第374号           平成15年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  757235,053,9 すみれ薬局石橋店 〒329-0511 （調基３）第64号          平成28年 4月 1日
     下薬1053 下野市石橋２３８－７ （後発調２）第482号       平成28年 4月 1日
     0285-52-1280  (0285-52-1297) （か薬）第399号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第223号           平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  758235,055,4 おもちゃのまち調剤薬〒321-0202 （調基１）第237号         平成28年 4月 1日
     下薬1055 局 下都賀郡壬生町おもちゃのまち１ （後発調２）第611号       平成29年 1月 1日
     －８－１ （か薬）第408号           平成28年10月 1日
     0282-86-2781  (0282-86-2821) （在薬）第502号           平成18年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  759235,056,2 戸田薬局 〒329-0511
     下薬1056 下野市石橋４２９
     0285-53-0003  (0285-51-1119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  760235,059,6 わかば薬局石橋店 〒329-0507 （調基１）第656号         平成29年 4月 1日
     下薬1059 下野市文教３－１０－３ （調）第118号             平成29年 4月 1日
     0285-52-1491  (0285-52-1492) （後発調１）第967号       平成30年 1月 1日
     （在調）第32号            平成24年 5月 1日
     （か薬）第315号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第101号           平成 9年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  761235,062,0 有限会社メディカ　サ〒329-0507 （調基１）第79号          平成28年 4月 1日
     下薬1062 ン薬局 下野市文教一丁目１９番地４ （後発調１）第781号       平成28年 7月 1日
     0285-53-8255  (0285-53-8256) （か薬）第466号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第201号           平成11年 8月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   81

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  762235,063,8 有限会社桜本薬局 〒329-4404 （調基１）第150号         平成28年 4月 1日
     下薬1063 栃木市大平町富田２８２
     0282-43-2048  (0282-43-2082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  763235,066,1 さかえ薬局 〒329-0511 （調基１）第59号          平成28年 4月 1日
     下薬1066 下野市石橋５４５－１ （調）第30号              平成28年 4月 1日
     0285-51-1301  (0285-51-1302) （か薬）第132号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第168号           平成10年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  764235,071,1 エンゼル調剤薬局岩舟〒329-4308 （調基１）第149号         平成28年 4月 1日
     下薬1071 店 栃木市岩舟町下津原１８９－６ （後発調１）第566号       平成28年 4月 1日
     0282-54-1230  (0282-54-1237) （在薬）第342号           平成15年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  765235,074,5 有限会社メディカ東雲〒321-0227 （調基１）第80号          平成28年 4月 1日
     下薬1074 薬局 下都賀郡壬生町通町１－２５ （調）第75号              平成28年 5月 1日
     0282-81-1189  (0282-81-1193) （か薬）第247号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第195号           平成11年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  766235,076,0 あすか薬局 〒321-0203 （調基３）第66号          平成28年 4月 1日
     下薬1076 下都賀郡壬生町幸町２－１１－３ （在調）第138号           平成29年 6月 1日
     0282-85-1361  (0282-85-1362) （か薬）第400号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第362号           平成15年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  767235,077,8 ひばり薬局 〒328-0111 （調基１）第548号         平成28年 4月 1日
     下薬1077 栃木市都賀町家中浮土５９８６－ （か薬）第305号           平成28年 4月 1日
     ４ （在薬）第315号           平成14年 4月 1日
     0282-29-3017  (0282-29-3016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  768235,078,6 エムハート薬局壬生お〒321-0218 （調基３）第58号          平成28年 4月 1日
     下薬1078 ちあい店 下都賀郡壬生町落合２－１２－２ （後発調２）第758号       平成30年 2月 1日
     0282-81-1585  (0282-81-1586) （在薬）第244号           平成12年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  769235,081,0 ひばり薬局藤岡店 〒323-1104 （調基１）第549号         平成28年 4月 1日
     下薬1081 栃木市藤岡町藤岡字羽黒５００６ （後発調１）第607号       平成28年 4月 1日
     0282-61-2011  (0282-61-2012) （か薬）第271号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第312号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  770235,082,8 エムハート薬局いしば〒329-0511 （調基３）第59号          平成28年 4月 1日
     下薬1082 し店 下野市石橋８３８－３ （後発調１）第844号       平成28年11月 1日
     0285-51-1811  (0285-51-1812) （か薬）第521号           平成29年11月 1日
     （在薬）第261号           平成13年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  771235,083,6 ワイアンドワイ薬局 〒321-0219 （調基１）第531号         平成28年 4月 1日
     下薬1083 下都賀郡壬生町大字福和田１００ （後発調１）第952号       平成29年11月 1日
     ３－７ （か薬）第372号           平成28年 7月 1日
     0282-82-9820  (0282-82-9824) （在薬）第286号           平成13年11月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   82

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  772235,091,9 もり調剤薬局 〒321-0227 （調基１）第23号          平成28年 4月 1日
     下薬1091 下都賀郡壬生町通町１８－４８ （後発調１）第777号       平成28年 7月 1日
     0282-82-7939  (0282-82-7940)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  773235,096,8 平田薬局大平店 〒329-4421 （調基１）第491号         平成28年 4月 1日
     下薬1096 栃木市大平町西野田６４１－４ （後発調２）第597号       平成28年11月 1日
     0282-43-1173  (0282-43-1174) （か薬）第435号           平成29年 1月 1日
     （在薬）第488号           平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  774235,097,6 中央薬局岩舟店 〒329-4314 （調基１）第9号           平成28年 4月 1日
     下薬1097 栃木市岩舟町小野寺２５７４－１ （調）第60号              平成28年 5月 1日
     ０ （薬菌）第58号            平成28年12月 1日
     0282-57-1222  (0282-57-1223) （在調）第114号           平成28年 7月 1日
     （か薬）第53号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第438号           平成17年10月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  775235,098,4 アストラル調剤薬局 〒329-4304 （調基１）第269号         平成28年 4月 1日
     下薬1098 栃木市岩舟町静和２１１４－５ （在薬）第498号           平成18年 9月 1日
     0282-54-3113  (0282-54-3112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  776235,099,2 ピノキオ薬局栃木店 〒328-0113 （調基１）第158号         平成28年 4月 1日
     下薬1099 栃木市都賀町合戦場２１２－６ （か薬）第414号           平成28年11月 1日
     0282-29-1660  (0282-29-1661) （在薬）第509号           平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  777235,100,8 スカイ薬局岩舟 〒329-4303 （調基３）第144号         平成28年 4月 1日
     下薬1100 栃木市岩舟町和泉１４５７－６ （後発調２）第547号       平成28年 7月 1日
     0282-54-3270  (0282-54-3271) （在調）第145号           平成29年 9月 1日
     （か薬）第403号           平成28年 9月 1日
     （在薬）第514号           平成19年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  778235,102,4 ラベンダー薬局 〒329-4316 （調基１）第445号         平成28年 4月 1日
     下薬1102 栃木市岩舟町新里１８１－３ （後発調１）第730号       平成28年 5月 1日
     0282-54-3477  (0282-54-3478) （か薬）第11号            平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  779235,103,2 ウエルシア薬局大平店〒329-4421 （調基１）第347号         平成28年 4月 1日
     下薬1103 栃木市大平町西野田１５２番地 （後発調２）第601号       平成28年12月 1日
     0282-45-2030  (0282-45-2031) （在薬）第830号           平成25年12月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  780235,104,0 コスモス薬局 〒329-4311 （調基３）第190号         平成29年10月 1日
     下薬1104 栃木市岩舟町古江８３６－５ （後発調２）第600号       平成28年11月 1日
     0282-55-6777  (0282-55-5022) （在調）第102号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第170号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第577号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  781235,105,7 アリス薬局 〒323-1104 （調基１）第22号          平成28年 4月 1日
     下薬1105 栃木市藤岡町藤岡２６－１ （在薬）第901号           平成26年12月 4日
     0282-61-1077  (0282-61-1078)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   83

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  782235,106,5 レモン薬局 〒329-4423 （調基１）第142号         平成28年 4月 1日
     下薬1106 栃木市大平町西水代１９３８－３ （調）第154号             平成30年 1月 1日
     0282-45-1797  (0282-45-1798) （か薬）第514号           平成29年10月 1日
     （在薬）第624号           平成21年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  783235,109,9 めぐみ薬局横堀店 〒329-4411 （調基１）第43号          平成28年 4月 1日
     下薬1109 栃木市大平町横堀字西８５０番地 （後発調２）第410号       平成28年 4月 1日
     １ （か薬）第294号           平成28年 4月 1日
     0282-20-0905  (0282-20-0906) （在薬）第617号           平成21年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  784235,110,7 レモン薬局静和店 〒329-4304 （調基３）第123号         平成28年 4月 1日
     下薬1110 栃木市岩舟町静和字新田２１６５ （在薬）第659号           平成22年 3月17日
     －２
     0282-54-3871  (0282-54-3872)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  785235,111,5 エムハート薬局いわふ〒329-4307 （調基３）第63号          平成28年 4月 1日
     下薬1111 ね店 栃木市岩舟町静５１３４－７ （後発調２）第700号       平成29年 9月 1日
     0282-54-3135  (0282-55-6120) （か薬）第544号           平成30年 1月 1日
     （在薬）第660号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  786235,112,3 アルファーム薬局野木〒329-0111 （調基１）第655号         平成29年 4月 1日
     下薬1112 店 下都賀郡野木町大字丸林５８３－ （後発調２）第762号       平成30年 3月 1日
     １９ （か薬）第330号           平成28年 5月 1日
     0280-54-5080  (0280-57-0090) （在薬）第833号           平成26年 2月28日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  787235,113,1 さくら薬局壬生店 〒321-0227 （調基１）第426号         平成28年 4月 1日
     下薬1113 下都賀郡壬生町通町７－１ （調）第117号             平成29年 4月 1日
     0282-81-0335  (0282-81-0336) （後発調２）第622号       平成29年 2月 1日
     （薬菌）第74号            平成30年 3月 1日
     （在調）第53号            平成26年 3月 1日
     （か薬）第104号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第678号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  788235,114,9 ひまわり調剤薬局 〒329-0101 （調基１）第288号         平成28年 4月 1日
     下薬1114 下都賀郡野木町友沼５３２０－４ （調）第57号              平成28年 4月 1日
     0280-54-1211  (0280-54-1212) （後発調１）第899号       平成29年 6月 1日
     （在調）第25号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第239号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第690号           平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  789235,115,6 中央薬局壬生店 〒321-0222 （調基１）第76号          平成28年 4月 1日
     下薬1115 下都賀郡壬生町駅東町５番４号 （調）第142号             平成29年 7月 1日
     0282-21-7712  (0282-21-7713) （後発調２）第529号       平成28年 6月 1日
     （薬菌）第37号            平成28年12月 1日
     （在調）第158号           平成29年12月 1日
     （か薬）第241号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第738号           平成24年 4月 2日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   84

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  790235,117,2 カワチ薬局おもちゃの〒321-0202 （調基１）第580号         平成28年 4月 1日
     下薬1117 まち東店 下都賀郡壬生町おもちゃのまち３ （後発調２）第653号       平成29年 5月 1日
     －１－３０
     0282-85-4000  (0282-85-4001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  791235,118,0 なごみ薬局壬生店 〒321-0214 （調基１）第469号         平成28年 4月 1日
     下薬1118 下都賀郡壬生町大字壬生甲車塚３ （後発調２）第369号       平成28年 4月 1日
     １４７番３ （か薬）第391号           平成28年 7月 1日
     0282-25-6502  (0282-25-6503) （在薬）第834号           平成26年 3月18日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  792235,119,8 ファーコス薬局のぎ 〒329-0111 （調基３）第125号         平成28年 4月 1日
     下薬1119 下都賀郡野木町丸林４２０番６ （後発調２）第729号       平成29年12月 1日
     0280-54-4141  (0280-57-3118) （在調）第123号           平成29年 1月 1日
     （か薬）第523号           平成29年12月 1日
     （在薬）第839号           平成26年 3月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  793235,120,6 ライム薬局 〒321-0216 （調基１）第530号         平成28年 4月 1日
     下薬1120 下都賀郡壬生町壬生丁六美２５９
     －８
     0282-81-1135  (0282-81-1136)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  794245,005,7 有限会社いづみ薬局 〒327-0501 （調基１）第406号         平成28年 4月 1日
     安薬1005 佐野市葛生東２－１－６ （後発調２）第373号       平成28年 4月 1日
     0283-85-2200  (0283-85-3160) （在薬）第172号           平成10年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  795245,008,1 亀田調剤薬局 〒327-0317 （調基１）第521号         平成28年 4月 1日
     安薬1008 佐野市田沼町１４３１－２ （調）第37号              平成28年 4月 1日
     0283-61-1233  (0283-61-1232) （在調）第101号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第136号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第193号           平成11年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  796245,013,1 かみや調剤薬局田沼店〒327-0312 （調基１）第172号         平成28年 4月 1日
     安薬1013 佐野市栃本町１７７２ （調）第67号              平成28年 4月 1日
     0283-61-1211  (0283-61-1212) （後発調１）第627号       平成28年 4月 1日
     （在調）第88号            平成28年 1月 1日
     （か薬）第236号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第328号           平成14年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  797245,014,9 有限会社すけど薬局た〒327-0317 （調基１）第209号         平成28年 4月 1日
     安薬1014 ぬま店 佐野市田沼町８９４－３ （後発調１）第841号       平成28年11月 1日
     0283-62-8086  (0283-62-8086) （在薬）第344号           平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  798245,015,6 かみや調剤薬局葛生店〒327-0501 （調基１）第171号         平成28年 4月 1日
     安薬1015 佐野市葛生東１丁目６３５－５ （調）第64号              平成28年 4月 1日
     0283-84-1811  (0283-84-1812) （後発調２）第437号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第264号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第332号           平成14年10月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   85

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  799245,016,4 げんき薬局 〒327-0501 （調基１）第224号         平成28年 4月 1日
     安薬1016 佐野市葛生東１－８－１ （後発調２）第371号       平成28年 4月 1日
     0283-84-1233  (0283-84-1236) （在薬）第348号           平成15年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  800254,029,5 大竹薬局 〒329-2726
     那薬29 那須塩原市扇町２－２３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  801254,035,2 大貫薬局 〒329-2735 （調基１）第535号         平成28年 4月 1日
     那薬35 那須塩原市太夫塚６－２３２－３ （後発調２）第412号       平成28年 4月 1日
     ５２ （在薬）第112号           平成10年 3月 1日
     36-6270       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  802254,041,0 相馬薬局 〒329-3215 （調基１）第443号         平成28年 4月 1日
     那薬41 那須郡那須町寺子乙３９６７ （後発調１）第575号       平成28年 4月 1日
     0287-72-0034  (0287-72-6305) （在薬）第64号            平成 8年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  803254,044,4 なすの薬局 〒329-2763 （調基１）第404号         平成28年 4月 1日
     那薬44 那須塩原市井口４８９－１ （在薬）第104号           平成 9年11月 1日
     0287-36-5777  (0287-36-5777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  804254,047,7 わかば薬局 〒329-2751 （調基１）第155号         平成28年 4月 1日
     那薬47 那須塩原市東三島４－５４－１２ （か薬）第367号           平成28年 6月 1日
     0287-39-5355  (0287-39-5356) （在薬）第256号           平成13年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  805254,049,3 星薬局 〒324-0501 （調基１）第562号         平成28年 4月 1日
     那薬49 那須郡那珂川町小川２８８３
     0287-96-2054  (0287-96-2054)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  806254,052,7 杉浦薬局 〒324-0613 （調基１）第287号         平成28年 4月 1日
     那薬52 那須郡那珂川町馬頭３３３－３ （在薬）第680号           平成22年 6月 7日
     0287-92-2151  (0287-92-2174)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  807254,053,5 芦野調剤薬局 〒329-3443 （調基１）第689号         平成29年11月 1日
     那薬254053 那須郡那須町芦野１４６９－２６ （後発調２）第782号       平成30年 3月 1日
     ４
     0287-74-3307  (0287-74-3309)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  808255,041,9 有限会社まつや薬局 〒329-2752 （調基１）第584号         平成28年 4月 1日
     那薬1041 那須塩原市三島２－１２－２ （後発調２）第398号       平成28年 4月 1日
     0287-36-3222  (0287-38-0214) （在薬）第113号           平成10年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  809255,042,7 ポニー薬局 〒324-0613 （調基１）第466号         平成28年 4月 1日
     那薬1042 那須郡那珂川町馬頭字新町４６３ （後発調１）第906号       平成29年 7月 1日
     －１ （在薬）第245号           平成12年12月 1日
     0287-92-0100  (0287-92-0101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   86

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  810255,043,5 有限会社やまだ薬局 〒324-0613 （調基１）第412号         平成28年 4月 1日
     那薬1043 那須郡那珂川町馬頭４７４
     0287-92-2012  (0287-92-2012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  811255,044,3 おがわ森島薬局 〒324-0501 （調基１）第585号         平成28年 4月 1日
     那薬1044 那須郡那珂川町小川４１８番地１ （後発調２）第393号       平成28年 4月 1日
     ６ （在薬）第225号           平成12年 4月 1日
     0287-96-7057  (0287-96-7058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  812255,047,6 有限会社メディクス荒〒324-0613 （調基１）第109号         平成28年 4月 1日
     那薬1047 井　荒井薬局 那須郡那珂川町馬頭２６８
     0287-92-2618  (0287-92-2617)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  813255,048,4 まさき薬局 〒325-0301 （調基１）第183号         平成28年 4月 1日
     那薬1048 那須郡那須町湯本２１２－５７４ （後発調２）第685号       平成29年 8月 1日
     0287-76-8636  (0287-76-8636) （在調）第26号            平成24年 4月 1日
     （在薬）第279号           平成13年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  814255,049,2 ミキ薬局那須南店 〒321-0621 （調基１）第284号         平成28年 4月 1日
     那薬1049 那須烏山市中央３－１－１４ （在薬）第393号           平成16年 6月 1日
     0287-80-0165  (0287-80-0166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  815255,050,0 ピノキオ薬局烏山店 〒321-0621 （調基２）第41号          平成28年 4月 1日
     那薬1050 那須烏山市中央３－２－１５ （在調）第132号           平成29年 4月 1日
     0287-80-0678  (0287-80-0677) （か薬）第195号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第288号           平成13年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  816255,054,2 とちぎ薬局馬頭店 〒324-0613 （調基３）第133号         平成28年 4月 1日
     那薬1054 那須郡那珂川町馬頭２０５５－２ （後発調２）第517号       平成28年 6月 1日
     0287-92-6311  (0287-92-6312) （在薬）第403号           平成16年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  817255,055,9 ウイン調剤薬局那須店〒329-3222 （調基１）第248号         平成28年 4月 1日
     那薬1055 那須郡那須町大字寺子丙字前原１ （後発調２）第526号       平成28年 6月 1日
     －３６４ （か薬）第468号           平成29年 6月 1日
     0287-71-1540  (0287-71-1541) （在薬）第411号           平成16年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  818255,057,5 エムハート薬局なかが〒324-0501 （調基３）第74号          平成28年 4月 1日
     那薬1057 わ店 那須郡那珂川町小川２９６１－８ （後発調２）第364号       平成28年 4月 1日
     0287-96-7221  (0287-96-3633) （在調）第124号           平成29年 1月 1日
     （か薬）第360号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第596号           平成20年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  819255,058,3 株式会社あゆみ薬局 〒324-0613 （調基２）第35号          平成28年 4月 1日
     那薬1058 那須郡那珂川町馬頭４９８－１ （後発調１）第784号       平成28年 7月 1日
     0287-92-0333  (0287-92-0322) （在薬）第846号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   87

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  820264,022,8 橋本薬局 〒321-2522
     塩薬22 日光市鬼怒川温泉大原１４０８－
     １９
     0288-77-3274  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  821264,032,7 みどりや薬局 〒329-1412 （調基１）第99号          平成28年 4月 1日
     塩薬32 さくら市喜連川４３６２－１ （在薬）第131号           平成10年 6月 1日
     028-686-2025  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  822264,037,6 メルシー薬局 〒329-1226 （調基１）第553号         平成28年 4月 1日
     塩薬264037 塩谷郡高根沢町大谷３３０－４ （後発調１）第538号       平成28年 4月 1日
     028-689-9120  (028-689-9121) （在薬）第1037号          平成29年 9月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  823265,019,3 斎藤薬局 〒329-2441 （調基１）第523号         平成28年 4月 1日
     塩薬1019 塩谷郡塩谷町大字船生３１８８ （在薬）第132号           平成10年 6月 1日
     0287-47-0062  (0287-47-0062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  824265,032,6 有限会社永島薬局 〒329-1311 （調基１）第489号         平成28年 4月 1日
     塩薬1032 さくら市氏家１８４７－４ （後発調１）第591号       平成28年 4月 1日
     028-682-2306  (028-682-2306) （か薬）第550号           平成30年 2月 1日
     （在薬）第174号           平成10年10月28日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  825265,033,4 エクセル薬局 〒329-2221 （調基１）第440号         平成28年 4月 1日
     塩薬1033 塩谷郡塩谷町玉生５７０－７ （後発調１）第477号       平成28年 4月 1日
     0287-45-2585  (0287-45-2586) （在調）第8号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第473号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第209号           平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  826265,036,7 株式会社フレンド卯の〒329-1323 （調基１）第231号         平成28年 4月 1日
     塩薬1036 里調剤薬局 さくら市卯の里１－１７－４ （後発調１）第892号       平成29年 4月 1日
     028-681-7543  (028-681-7544) （か薬）第164号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第263号           平成13年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  827265,038,3 光陽台薬局 〒329-1232 （調基１）第280号         平成28年 4月 1日
     塩薬1038 塩谷郡高根沢町光陽台４－２－２ （調）第63号              平成28年 4月 1日
     028-675-7123  (028-675-7123) （後発調２）第585号       平成28年11月 1日
     （か薬）第131号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第354号           平成15年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  828265,041,7 とちぎ薬局光陽台店 〒329-1232 （調基３）第135号         平成28年 4月 1日
     塩薬1041 塩谷郡高根沢町光陽台３－１４－ （後発調１）第941号       平成29年10月 1日
     ８ （か薬）第531号           平成29年11月 1日
     028-680-1766  (028-680-1767) （在薬）第655号           平成22年 3月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   88

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  829265,042,5 アルファーム薬局高根〒329-1207 （調基３）第114号         平成28年 4月 1日
     塩薬1042 沢店 塩谷郡高根沢町大字花岡２４７８ （後発調２）第763号       平成30年 3月 1日
     －２ （か薬）第224号           平成28年 4月 1日
     028-676-8010  (028-676-3838) （在薬）第467号           平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  830265,043,3 ピノキオファーマシー〒329-1231 （調基３）第22号          平成28年 4月 1日
     塩薬1043 ズ宝石台店 塩谷郡高根沢町宝石台２丁目５－ （後発調２）第461号       平成28年 4月 1日
     ２ （か薬）第415号           平成28年11月 1日
     028-612-2267  (028-612-2268) （在薬）第746号           平成24年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  831265,044,1 ピノキオファーマシー〒329-1232 （調基１）第303号         平成28年 4月 1日
     塩薬1044 ズ高根沢店 塩谷郡高根沢町光陽台５丁目７－ （調）第98号              平成28年10月 1日
     ３ （後発調２）第462号       平成28年 4月 1日
     028-666-0712  (028-666-0716) （か薬）第358号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第800号           平成25年 5月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  832274,013,5 金子薬局 〒321-3304
     芳薬13 芳賀郡芳賀町祖母井５４７－５
     028-677-0039  (028-677-3939)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  833274,022,6 やまぐち薬局 〒321-3324 （調基１）第515号         平成28年 4月 1日
     芳薬22 芳賀郡芳賀町西水沼３３６－５
     028-678-0405  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  834274,023,4 町田薬局 〒321-4521 （調基１）第127号         平成28年 4月 1日
     芳薬23 真岡市久下田８４５ （後発調２）第396号       平成28年 4月 1日
     0285-74-0161  (0285-74-0161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  835274,024,2 わかば薬局茂木店 〒321-3531 （調基３）第98号          平成28年 4月 1日
     芳薬274024 芳賀郡茂木町茂木１１７２番地１ （後発調２）第518号       平成28年 6月 1日
     0285-81-5621  (0285-81-5626) （在調）第78号            平成27年11月 1日
     （在薬）第866号           平成26年 6月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  836274,025,9 メープル薬局市貝店 〒321-3423 （調基１）第468号         平成28年 4月 1日
     芳薬274025 芳賀郡市貝町市塙１６７２－４ （後発調２）第770号       平成30年 3月 1日
     0285-81-6450  (0285-81-6451) （在薬）第955号           平成28年 3月24日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  837275,003,5 株式会社杉村薬局 〒321-4521 （調基１）第506号         平成28年 4月 1日
     芳薬1003 真岡市久下田７７６ （後発調１）第723号       平成28年 6月 1日
     0285-74-0047  (0285-74-0047) （か薬）第539号           平成30年 1月 1日
     （在薬）第452号           平成18年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  838275,021,7 マロニエ薬局 〒321-4217 （調基１）第379号         平成28年 4月 1日
     芳薬1021 芳賀郡益子町益子７０－１ （後発調１）第544号       平成28年 4月 1日
     0285-72-7667  (0285-72-7666) （か薬）第220号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第180号           平成11年 3月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日   89

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  839275,022,5 ましこ薬局 〒321-4217 （調基１）第596号         平成28年 4月 1日
     芳薬1022 芳賀郡益子町益子３４３５－３ （後発調２）第757号       平成30年 2月 1日
     0285-72-8001  (0285-72-8005) （か薬）第126号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第316号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  840275,025,8 中央薬局ましこ店 〒321-4217 （調基１）第77号          平成28年 4月 1日
     芳薬1025 芳賀郡益子町大字益子１７４８－ （調）第61号              平成28年 5月 1日
     ２ （後発調１）第858号       平成29年 1月 1日
     0285-70-1321  (0285-70-1322) （薬菌）第41号            平成28年12月 1日
     （か薬）第52号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第432号           平成17年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  841275,026,6 すみれ薬局 〒321-4539 （調基３）第105号         平成28年 4月 1日
     芳薬1026 真岡市長沼７４３－５ （在調）第146号           平成29年 9月 1日
     0285-73-1510  (0285-73-1511) （在薬）第387号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  842275,027,4 にのみや薬局 〒321-4521 （調基１）第223号         平成28年 4月 1日
     芳薬1027 真岡市久下田７１２－１１ （調）第5号               平成28年 4月 1日
     0285-73-2800  (0285-73-2801) （後発調２）第579号       平成28年10月 1日
     （か薬）第492号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第436号           平成17年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  843275,031,6 ファミリー薬局 〒321-3304 （調基１）第561号         平成28年 4月 1日
     芳薬1031 芳賀郡芳賀町祖母井１７０８－２ （後発調２）第400号       平成28年 4月 1日
     ８ （か薬）第103号           平成28年 4月 1日
     028-677-5008  (028-677-5553) （在薬）第500号           平成18年 9月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  844275,032,4 ハート薬局 〒321-4511 （調基１）第222号         平成28年 4月 1日
     芳薬1032 真岡市高田字北原１５７７－８ （調）第19号              平成28年 4月 1日
     0285-75-8888  (0285-75-8887) （後発調１）第647号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第20号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第521号           平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  845275,035,7 株式会社ピノキオファ〒321-3426 （調基３）第24号          平成28年 4月 1日
     芳薬1035 ーマシーズ　ピノキオ芳賀郡市貝町赤羽２６５８番２２ （在調）第160号           平成30年 1月 1日
     ファーマシーズ市貝赤0285-81-7505  (0285-81-7506) （か薬）第350号           平成28年 6月 1日
     羽店 （在薬）第697号           平成22年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  846275,037,3 ウエルシア薬局益子大〒321-4104 （調基１）第336号         平成28年 4月 1日
     芳薬1037 沢店 芳賀郡益子町大沢１３８－１ （後発調２）第735号       平成30年 1月 1日
     0285-70-2468  (0285-70-2488) （在薬）第788号           平成25年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


