
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)

    10100206  鋤柄薬局 〒262-0032
     千葉市花見川区幕張町５‐１５３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20100578  サクラ薬局 〒262-0032
     千葉市花見川区幕張町６‐８４
     043-273-7714  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30100776  ミドリ薬局 〒262-0032
     千葉市花見川区幕張町５‐４０８
     043-271-2305  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40100867  ルナ漢方薬局 〒260-0834
     千葉市中央区今井１‐２０‐９
     043-261-2654  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50100875  こてはし薬局 〒262-0005
     千葉市花見川区こてはし台１‐９
     ‐６
     043-259-4463  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60100958  大内薬局 〒263-0021 （調基１）第1888号        平成28年 4月 1日
     千葉市稲毛区轟町５‐４‐１８ （在薬）第29号            平成 7年 3月 1日
     043-251-9028  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    70101022  荒井薬局 〒260-0043
     千葉市中央区弁天町７８‐８
     043-20000000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80101170  新興薬局 〒261-0011 （調基１）第1841号        平成28年 4月 1日
     千葉市美浜区真砂３－１５－１０
     043-278-7650  (043-279-9073)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    90110031  有限会社　矢澤薬局 〒260-0855 （調基１）第531号         平成28年 4月 1日
     千葉市中央区市場町９－１７ （在薬）第293号           平成11年 6月 1日
     043-224-0417  (043-224-0418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   100110098  株式会社　鴇田薬局 〒263-0031 （調基１）第195号         平成28年 4月 1日
     千葉市稲毛区稲毛東２－４－４ （在薬）第2244号          平成26年 7月 8日
     043-241-5006  (043-241-5007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   110110197  第一薬局　稲毛店 〒263-0031 （調基１）第312号         平成28年 4月 1日
     千葉市稲毛区稲毛東３‐１９‐２ （調）第364号             平成28年 8月 1日
     １ （後発調１）第2201号      平成28年 5月 1日
     043-243-9435  （在調）第514号           平成28年10月 1日
     （か薬）第271号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第839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    2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   120110361  有限会社銀座薬局　有〒260-0013 （調基１）第15号          平成28年 4月 1日
     限会社銀座薬局 千葉市中央区中央３‐５‐８ （在薬）第287号           平成11年 6月 1日
     043-222-4275  (043-222-4275)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   130110437  いたくら薬局 〒263-0043 （調基１）第717号         平成28年 4月 1日
     千葉市稲毛区小仲台６－１９－２ （後発調２）第2090号      平成29年11月 1日
     ６
     043-251-6175  (043-251-6218)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   140110452  有限会社平田薬局　ヒ〒260-0834 （調基１）第198号         平成28年 4月 1日
     ラタ薬局蘇我駅前店 千葉市中央区今井２－４－４ （後発調２）第1892号      平成29年 4月 1日
     043-261-0855  (043-268-7837) （在薬）第318号           平成11年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   150110569  みどり薬局有限会社　〒260-0018 （調基１）第1003号        平成28年 4月 1日
     みどり薬局有限会社 千葉市中央区院内１‐４‐１４
     043-222-3983  (043-222-3983)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   160110627  有限会社会所市原薬局〒264-0026 （調基１）第187号         平成28年 4月 1日
     　都賀店 千葉市若葉区西都賀３‐２‐１２
     043-253-5353  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   170110882  有限会社みよかわ薬局〒262-0048 （調基１）第84号          平成28年 4月 1日
     千葉市花見川区柏井１－１８－１ （か薬）第262号           平成29年 4月 1日
     ０ （在薬）第1419号          平成20年 4月 1日
     043-259-3290  (043-286-5763)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   180140012  植草薬局 〒264-0032 （調基１）第483号         平成28年 4月 1日
     千葉市若葉区みつわ台５‐３０‐ （調）第523号             平成29年 7月 1日
     １３ （後発調１）第1562号      平成28年 4月 1日
     043-255-8686  （在調）第113号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第1060号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第368号           平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   190140186  株式会社灰吹屋薬局 〒260-0808 （調基１）第1798号        平成28年 4月 1日
     千葉市中央区星久喜町１２２２ （在薬）第1430号          平成20年 6月 1日
     043-261-3854  (043-264-0386)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   200140210  加曽利薬局 〒264-0028
     千葉市若葉区桜木２－１－１３
     043-232-6794  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   210140228  有限会社　銭治薬局　〒263-0054 （調基１）第1040号        平成28年 4月 1日
     宮野木店　銭治薬局　千葉市稲毛区宮野木町１７５２－ （後発調１）第2804号      平成29年10月 1日
     宮野木店 ６７ （在薬）第2478号          平成28年 1月 6日
     043-250-0211  (043-286-1015)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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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電話番号(ＦＡＸ番号)

   220140251  有限会社ミミカサプラ〒261-0004 （調基１）第65号          平成28年 4月 1日
     イ　有限会社ミミカサ千葉市美浜区高洲２－３－１７ （後発調２）第1691号      平成28年10月 1日
     プライ　高洲薬局 043-246-1531  (043-246-1523) （在薬）第72号            平成 8年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   230140269  田村漢方薬局 〒260-0042 （調基１）第26号          平成28年 4月 1日
     千葉市中央区椿森１‐２７‐４
     043-256-7010  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   240140343  加藤薬局 〒260-0806
     千葉市中央区宮崎１‐１８‐４２
     043-263-5371  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   250140475  エムシー薬局 〒267-0061 （調基１）第553号         平成28年 4月 1日
     千葉市緑区土気町１６３２－８ （在薬）第290号           平成11年 6月 1日
     043-294-7552  (043-294-8695)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   260140509  わかな薬局　蘇我 〒260-0842 （調基１）第1572号        平成28年 4月 1日
     千葉市中央区南町２－１０－１９
     043-265-9261  (043-264-4448)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   270140590  矢島薬局本店 〒260-0044 （調基１）第1869号        平成28年 4月 1日
     千葉市中央区松波３‐６‐７
     043-251-6434  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   280140624  平安堂薬局 〒262-0048 （調基１）第1957号        平成28年 4月 1日
     千葉市花見川区柏井１－３－２２ （後発調１）第2149号      平成28年 4月 1日
     043-257-9300  （在薬）第294号           平成11年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   290140657  南辰薬局 〒267-0061 （調基１）第495号         平成28年 4月 1日
     千葉市緑区土気町３１１ （在薬）第271号           平成11年 5月 1日
     043-294-5110  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   300140830  富士鉄総業株式会社　〒260-0041 （調基１）第1109号        平成28年 4月 1日
     フジ薬局 千葉市中央区東千葉１－１３－２ （調）第169号             平成28年 4月 1日
     043-254-8082  (043-284-4316) （後発調１）第1963号      平成28年 4月 1日
     （在調）第11号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第361号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第204号           平成10年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   310140954  ひまわり薬局 〒262-0005 （調基１）第1958号        平成28年 4月 1日
     千葉市花見川区こてはし台５‐１ （後発調１）第2781号      平成29年 9月 1日
     ‐１４ （在薬）第2162号          平成26年 1月22日
     043-259-4900  (043-259-4900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   320141051  有限会社　平田薬局　〒260-0841 （調基１）第199号         平成28年 4月 1日
     ヒラタ薬局　白旗店 千葉市中央区白旗２－１９－４
     043-261-2560  (043-261-2560)



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
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日    4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   330141069  株式会社　古山薬局　〒260-0041 （調基１）第180号         平成28年 4月 1日
     フルヤマ薬局　東千葉千葉市中央区東千葉１－１－１６ （後発調１）第1454号      平成28年 4月 1日
     店 043-287-6734  (043-253-0030) （在薬）第1154号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   340141267  薬局ベイファーマシー〒261-0004 （調基１）第1840号        平成28年 4月 1日
     千葉市美浜区高洲３‐２‐１６ （在薬）第64号            平成 8年 6月 1日
     043-279-7483  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   350141291  有限会社　片貝薬局 〒263-0021 （調基１）第831号         平成28年 4月 1日
     千葉市稲毛区轟町４‐７‐１６ （在薬）第289号           平成11年 6月 1日
     043-251-1821  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   360141309  くすりのタケダ 〒267-0055 （調基１）第1673号        平成28年 4月 1日
     千葉市緑区越智町８２２‐８１ （後発調２）第1396号      平成28年 4月 1日
     043-294-8574  （在薬）第537号           平成12年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   370141325  マツナガファーマシー〒266-0032 （調基１）第97号          平成28年 4月 1日
     千葉市緑区おゆみ野中央４－２３ （後発調２）第1135号      平成28年 4月 1日
     －１３ （在薬）第2489号          平成28年 2月22日
     043-292-2323  (043-292-2323)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   380141341  西都賀調剤薬局 〒264-0026 （調基１）第1607号        平成28年 4月 1日
     千葉市若葉区西都賀４‐７‐２ （後発調１）第2566号      平成28年12月 1日
     043-252-7750  （か薬）第1172号          平成29年12月 1日
     （在薬）第1101号          平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   390141358  さつき調剤薬局 〒264-0025 （調基１）第174号         平成28年 4月 1日
     千葉市若葉区都賀３‐９‐１　都 （後発調１）第1453号      平成28年 4月 1日
     賀Ｍ３ビル （か薬）第1005号          平成29年 6月 1日
     043-234-0202  (043-234-0223) （在薬）第817号           平成16年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   400141390  漢方閣 〒260-0045 （調基１）第1237号        平成28年 4月 1日
     千葉市中央区弁天１－２－３ （調）第341号             平成28年 6月 1日
     043-256-6660  (043-254-9585) （後発調１）第2514号      平成28年11月 1日
     （在調）第267号           平成26年 5月 1日
     （か薬）第677号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第848号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   410141432  亀井町薬局 〒260-0011 （調基１）第1591号        平成28年 4月 1日
     千葉市中央区亀井町１２－５ （後発調１）第2243号      平成28年 6月 1日
     043-225-0164  (043-225-0018) （か薬）第1201号          平成29年12月 1日
     （在薬）第1099号          平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   420141440  今井ドラッグストア 〒266-0005
     千葉市緑区誉田町３‐４６‐１
     043-291-3111  



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)

   430141473  柏井薬局 〒262-0041 （調基３）第102号         平成28年 4月 1日
     千葉市花見川区柏井町８１５－５ （後発調１）第2405号      平成28年 8月 1日
     043-286-1281  (043-286-1283) （在調）第599号           平成29年 8月 1日
     （か薬）第536号           平成28年 5月20日
     （在薬）第903号           平成16年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   440141515  有限会社メイプル・ブ〒263-0031 （調基１）第5号           平成28年 4月 1日
     リング　メイプル薬局千葉市稲毛区稲毛東２－３－３２ （在薬）第1725号          平成22年11月 1日
     　京成稲毛店 043-245-3651  (043-245-3650)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   450141614  橋場薬局 〒260-0032 （調基１）第1399号        平成28年 4月 1日
     千葉市中央区登戸１‐２６‐１５ （後発調２）第1361号      平成28年 4月 1日
     043-245-9038  （在薬）第912号           平成16年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   460141671  稲毛調剤薬局 〒263-0031 （調基２）第60号          平成28年 4月 1日
     千葉市稲毛区稲毛東３‐１３‐７ （後発調２）第1283号      平成28年 4月 1日
     043-238-5000  （在薬）第668号           平成14年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   470141705  南町薬局 〒260-0842 （調基３）第114号         平成28年 4月 1日
     千葉市中央区南町３‐１３‐１３ （後発調１）第2573号      平成29年 1月 1日
     043-266-1217  (043-266-1219) （か薬）第1171号          平成29年12月 1日
     （在薬）第1107号          平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   480141747  タカハシ薬局 〒267-0057 （調基１）第218号         平成28年 4月 1日
     千葉市緑区大木戸町２６２ （在薬）第635号           平成14年 6月 1日
     043-294-8910  (043-294-8916)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   490141754  いなげかいがん調剤薬〒261-0004 （調基１）第458号         平成28年 4月 1日
     局 千葉市美浜区高洲３‐１４‐１　 （調）第164号             平成28年 4月 1日
     和紅ビル２０５ （在調）第17号            平成24年 4月 1日
     043-279-1120  (043-279-1137) （か薬）第356号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第893号           平成16年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   500141788  春日薬局 〒260-0033 （調基１）第1514号        平成28年 4月 1日
     千葉市中央区春日２－９－１２ （後発調１）第2242号      平成28年 6月 1日
     043-245-8755  (043-245-7088) （か薬）第807号           平成28年11月 1日
     （在薬）第153号           平成10年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   510141796  フルヤマ薬局　西千葉〒260-0033 （調基１）第186号         平成28年 4月 1日
     店 千葉市中央区春日２‐２１‐８ （在薬）第789号           平成15年 8月 1日
     043-241-3277  (043-245-8993)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   520141812  太陽薬局 〒264-0033 （調基２）第22号          平成28年 4月 1日
     千葉市若葉区都賀の台２－２２－ （後発調２）第2038号      平成29年 9月 1日
     ９ （在薬）第31号            平成 7年 5月 1日
     043-256-3110  (043-254-3063)



届出受理医療機関名簿
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   530141838  同仁会薬局 〒260-0851 （調基２）第80号          平成28年 4月 1日
     千葉市中央区矢作町７４８－１ （後発調１）第2459号      平成28年10月 1日
     043-221-7630  (043-221-7640)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   540141911  有限会社　千葉漢方薬〒260-0014 （調基１）第1946号        平成28年 4月 1日
     局 千葉市中央区本千葉町７－８ （後発調２）第1350号      平成28年 4月 1日
     043-225-3330  (043-225-3784)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   550141945  ココカラファイン薬局〒263-0043 （調基１）第1651号        平成28年 4月 1日
     稲毛店 千葉市稲毛区小仲台２－３－１２ （調）第439号             平成29年 1月 1日
     こみなと稲毛ビル１Ｆ （後発調１）第2080号      平成28年 4月 1日
     043-287-5071  (043-287-5071) （在調）第603号           平成29年 8月 1日
     （か薬）第558号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第337号           平成11年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   560142000  株式会社　大洋メディ〒263-0002 （調基２）第70号          平成28年 4月 1日
     カルサプライ　大洋薬千葉市稲毛区山王町１６５－１ （後発調１）第2690号      平成29年 5月 1日
     局　山王店 043-423-3511  (043-423-3222) （在薬）第774号           平成15年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   570142018  フタミ薬局 〒264-0032 （調基１）第1784号        平成28年 4月 1日
     千葉市若葉区みつわ台４－１－１ （後発調２）第1609号      平成28年 8月 1日
     １
     043-285-0377  (043-285-0379)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   580142034  かまとりグリーン薬局〒266-0031 （調基１）第1274号        平成28年 4月 1日
     千葉市緑区おゆみ野３－１７－７ （後発調１）第1974号      平成28年 4月 1日
     沖ビルＡ棟１Ｆ１号
     043-292-0383  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   590142158  フルヤマ薬局　黒砂店〒263-0042 （調基１）第184号         平成28年 4月 1日
     千葉市稲毛区黒砂１－１４－１ （在薬）第1153号          平成18年 4月 1日
     043-241-5842  (043-241-5842)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   600142513  あさひ薬局 〒260-0032 （調基１）第197号         平成28年 4月 1日
     千葉市中央区登戸１－２２－８ロ （在調）第66号            平成24年 4月 1日
     ッテローゼ登戸１０２ （在薬）第790号           平成15年 8月 1日
     043-246-3338  (043-246-3338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   610142562  ことぶき薬局　作新台〒262-0045 （調基１）第740号         平成28年 4月 1日
     店 千葉市花見川区作新台３ー１ー１ （在薬）第2081号          平成25年 7月25日
     ８ハイツ秋山１０１
     043-259-8553  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   620142570  しのはら薬局 〒260-0044 （調基１）第1293号        平成28年 4月 1日
     千葉市中央区松波３－１８－３ （在薬）第2195号          平成26年 4月 1日
     043-255-6781  



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)

   630142588  バーミー薬局　稲浜店〒261-0003 （調基１）第832号         平成28年 4月 1日
     千葉市美浜区高浜４ー１２ー２ （調）第547号             平成29年 9月 1日
     043-278-0900  （後発調２）第2031号      平成29年 9月 1日
     （在調）第611号           平成29年 9月 1日
     （か薬）第1048号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第1147号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   640142596  レモン薬局 〒261-0011 （調基１）第890号         平成28年 4月 1日
     千葉市美浜区真砂４－１－１０シ （調）第328号             平成28年 4月 1日
     ョッピングセンターＰＩＡ３Ｆ （後発調１）第2430号      平成28年 9月 1日
     043-270-0771  （在調）第146号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第661号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第419号           平成11年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   650142703  サンリツ薬局　古市場〒266-0026 （調基１）第278号         平成28年 4月 1日
     店 千葉市緑区古市場町１０２ （調）第156号             平成28年 4月 1日
     043-226-7300  (043-226-7306) （後発調２）第1912号      平成29年 4月 1日
     （薬菌）第145号           平成28年 6月 1日
     （か薬）第344号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第74号            平成 8年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   660142711  薬局マツモトキヨシ　〒264-0035 （調基１）第974号         平成28年 4月 1日
     東寺山店 千葉市若葉区東寺山町５７２－１ （後発調２）第1809号      平成29年 1月 1日
     ４ （か薬）第1252号          平成30年 2月 1日
     043-251-4521  (043-284-9177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   670142836  コーセー薬局 〒265-0061 （調基１）第306号         平成28年 4月 1日
     千葉市若葉区高根町９７３－５ （後発調１）第1493号      平成28年 4月 1日
     043-228-0571  (043-228-0451) （在薬）第122号           平成 9年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   680142877  いなげかいがん薬局 〒261-0004 （調基１）第494号         平成28年 4月 1日
     千葉市美浜区高洲３－１４－８花 （調）第536号             平成29年 8月 1日
     澤高洲ビル１Ｆ （後発調１）第2555号      平成28年12月 1日
     043-278-6780  (043-278-6730) （薬菌）第48号            平成23年 8月 1日
     （在調）第44号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第1078号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第215号           平成11年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   690142893  ロングス薬局土気駅前〒267-0066 （調基１）第191号         平成28年 4月 1日
     店 千葉市緑区あすみが丘１－１－６ （後発調１）第2233号      平成28年 6月 1日
     043-294-8021  (043-294-8677) （在薬）第120号           平成 9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    8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   700142901  株式会社千草台ファー〒263-0013 （調基１）第861号         平成28年 4月 1日
     マシー 千葉市稲毛区千草台１－１－２５ （調）第277号             平成28年 5月24日
     －１０３ （後発調１）第1815号      平成28年 4月 1日
     043-251-7903  (043-253-5934) （在調）第504号           平成28年 9月 1日
     （か薬）第571号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第802号           平成15年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   710142919  ナカノ薬局 〒264-0006 （調基１）第736号         平成28年 4月 1日
     千葉市若葉区小倉台６－２４－１
     043-231-0632  (043-233-5466)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   720143008  いずみ台薬局 〒265-0066
     千葉市若葉区多部田町７５６－１
     ６
     043-228-3014  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   730143024  有限会社つばさメディ〒260-0042 （調基１）第1209号        平成28年 4月 1日
     カ　つばさ薬局 千葉市中央区椿森２－１８－１５ （在薬）第1668号          平成22年 4月 1日
     043-285-1272  (043-285-1272)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   740143057  サンテ薬局 〒260-0001 （調基１）第1213号        平成28年 4月 1日
     千葉市中央区都町１－４７－２３ （後発調２）第1827号      平成29年 2月 1日
     043-231-8841  (043-231-8941) （か薬）第212号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1188号          平成18年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   750143073  有限会社フクチ薬局　〒264-0007 （調基１）第1856号        平成28年 4月 1日
     フクチ薬局 千葉市若葉区小倉町７６０－１ （調）第160号             平成28年 4月 1日
     043-235-1871  (403-235-1872) （後発調１）第1547号      平成28年 4月 1日
     （薬菌）第63号            平成24年 9月 1日
     （在調）第1号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第352号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第127号           平成 9年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   760143156  若葉薬局 〒264-0017 （調基２）第43号          平成28年 4月 1日
     千葉市若葉区加曽利町１８００－ （か薬）第22号            平成28年 4月 1日
     ２３０ （在薬）第160号           平成10年 5月 1日
     043-234-2222  (043234-2424)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   770143164  小桜薬局 〒264-0017 （調基１）第535号         平成28年 4月 1日
     千葉市若葉区加曽利町１８００－ （調）第69号              平成28年 4月 1日
     ２１ （薬菌）第57号            平成24年 4月 1日
     043-233-7008  (043-233-7030) （在調）第153号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第204号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第161号           平成10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    9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   780143214  有限会社西田商事　み〒264-0021 （調基２）第23号          平成28年 4月 1日
     つわ薬局 千葉市若葉区若松町５３１－２５ （後発調２）第2288号      平成30年 3月 1日
     ２ （在薬）第1368号          平成20年 3月 1日
     043-424-8401  (043-424-8402)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   790143255  有限会社ワイエフシー〒263-0054 （調基１）第1001号        平成28年 4月 1日
     　いずみ薬局 千葉市稲毛区宮野木町１７５２－ （か薬）第1261号          平成30年 3月 1日
     １３ （在薬）第162号           平成10年 5月 1日
     043-259-1221  (043-259-1222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   800143263  あすみが丘薬局 〒267-0066 （調基１）第1215号        平成28年 4月 1日
     千葉市緑区あすみが丘３－５－１ （後発調２）第1844号      平成29年 2月 1日
     043-226-5757  （か薬）第975号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第1192号          平成18年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   810143297  有限会社しみず薬局　〒267-0066
     有限会社しみず薬局 千葉市緑区あすみが丘１－２３－
     ７
     043-294-5532  (043-294-5532)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   820143305  大洋薬局　稲毛店 〒263-0043 （調基２）第69号          平成28年 4月 1日
     千葉市稲毛区小仲台７－１２－１ （後発調２）第2276号      平成30年 3月 1日
     ５ハイツ稲宝１Ｆ （在薬）第776号           平成15年 6月 1日
     043-206-3711  (043-206-3712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   830143339  まきの木薬局 〒266-0032 （調基１）第96号          平成28年 4月 1日
     千葉市緑区おゆみ野中央６－２１ （後発調２）第1134号      平成28年 4月 1日
     －１２ （在薬）第2490号          平成28年 2月22日
     043-226-9837  (043-226-9838)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   840143388  おゆみ野中央薬局 〒266-0031 （調基１）第137号         平成28年 4月 1日
     千葉市緑区おゆみ野３－１８－２ （後発調２）第1738号      平成28年11月 1日
     ライフプラザ鎌取１Ｆ１０３
     043-291-9315  (043-291-9318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   850143396  なのはな薬局　おゆみ〒266-0031 （調基１）第193号         平成28年 4月 1日
     野店 千葉市緑区おゆみ野５－５８－８ （後発調２）第2152号      平成30年 1月 1日
     043-291-7656  （在薬）第985号           平成17年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   860143404  あおば薬局 〒260-0013 （調基１）第1916号        平成28年 4月 1日
     千葉市中央区中央３－１８－７ （後発調２）第1693号      平成28年10月 1日
     043-222-4250  （在薬）第2666号          平成29年 2月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   870143412  カゲヤマ薬局 〒260-0808 （調基１）第1914号        平成28年 4月 1日
     千葉市中央区星久喜町１１６２－ （在薬）第2663号          平成29年 2月 8日
     ６７
     043-263-6851  



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)

   880143420  瑞穂の杜薬局 〒262-0026 （調基１）第83号          平成28年 4月 1日
     千葉市花見川区瑞穂３－１３－７ （後発調２）第2228号      平成30年 2月 1日
     043-212-2750  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   890143446  ありす薬局 〒261-8501 （調基１）第1955号        平成28年 4月 1日
     千葉市美浜区中瀬１－３　Ｆ－１ （調）第446号             平成29年 3月 1日
     043-296-2733  （後発調１）第2170号      平成28年 4月 1日
     （か薬）第534号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1076号          平成18年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   900143461  仁戸名薬局 〒260-0801 （調基１）第748号         平成28年 4月 1日
     千葉市中央区仁戸名町６８５－１ （調）第276号             平成28年 4月 1日
     １ （後発調１）第2723号      平成29年 7月 1日
     043-209-3010  (043-209-3011) （か薬）第570号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第1109号          平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   910143479  スマイル薬局 〒260-0805 （調基２）第77号          平成28年 4月 1日
     千葉市中央区宮崎町２３５－７升 （後発調２）第1678号      平成28年 9月 1日
     富ビル１０３号 （在薬）第840号           平成16年 3月 1日
     043-268-2666  (043-268-2601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   920143503  幸町薬局 〒261-0001 （調基１）第1520号        平成28年 4月 1日
     千葉市美浜区幸町１－１５－７ （調）第537号             平成29年 8月 1日
     043-242-8488  （後発調２）第2180号      平成30年 1月 1日
     （在調）第601号           平成29年 8月 1日
     （か薬）第1037号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第210号           平成11年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   930143511  さざなみ薬局 〒262-0015 （調基１）第864号         平成28年 4月 1日
     千葉市花見川区宮野木台３－２９ （調）第162号             平成28年 4月 1日
     －２ （後発調２）第1303号      平成28年 4月 1日
     043-252-8212  （在調）第33号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第354号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第497号           平成12年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   940143578  三光薬局　千葉寺店 〒260-0844 （調基１）第1019号        平成28年 4月 1日
     千葉市中央区千葉寺町１１９５－
     ５－１０１
     043-261-8088  (043-261-8090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   950143586  けやき薬局　汐見丘店〒260-0034 （調基１）第1636号        平成28年 4月 1日
     千葉市中央区汐見丘町２３－４ （後発調２）第1933号      平成29年 5月 1日
     043-204-9593  (043-204-9594)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

   960143602  みよかわ薬局　柏井支〒262-0041 （調基１）第85号          平成28年 4月 1日
     店 千葉市花見川区柏井町１５９０－ （後発調１）第1431号      平成28年 4月 1日
     １１ （か薬）第261号           平成29年 4月 1日
     043-286-6293  （在薬）第2540号          平成28年 6月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   970143610  マリオン薬局　山王店〒263-0002 （調基２）第56号          平成28年 4月 1日
     千葉市稲毛区山王町１６２－５ （後発調１）第2799号      平成29年 9月 1日
     043-421-7701  (043-421-7709) （在薬）第777号           平成15年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   980143644  ヤハギ薬局 〒260-0851 （調基１）第545号         平成28年 4月 1日
     千葉市中央区矢作町８０４－５ （後発調１）第2916号      平成30年 2月 1日
     043-225-5500  (043-225-5546) （在薬）第1479号          平成20年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   990143677  都賀新盛堂薬局駅前店〒264-0025 （調基１）第704号         平成28年 4月 1日
     千葉市若葉区都賀３－１５－７ （後発調１）第2237号      平成28年 6月 1日
     043-233-5931  （在薬）第2415号          平成27年 9月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1000143685  つくし薬局 〒267-0066 （調基１）第462号         平成28年 4月 1日
     千葉市緑区あすみが丘１－１９－ （後発調１）第1595号      平成28年 4月 1日
     １４ （在薬）第578号           平成13年 3月 1日
     043-205-2155  (043-310-4756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1010143693  アポロ薬局桜木店 〒264-0028 （調基１）第1491号        平成28年 4月 1日
     千葉市若葉区桜木１－２８－５ （後発調１）第2729号      平成29年 7月 1日
     043-214-1771  (043-214-1199) （在薬）第698号           平成14年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1020143719  タカダ薬局　高田店 〒266-0003 （調基１）第998号         平成28年 4月 1日
     千葉市緑区高田町１０８４－９７ （か薬）第1131号          平成29年10月 1日
     043-293-6030  (043-293-6033) （在薬）第969号           平成17年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1030143776  有限会社おゆみ野企画〒266-0031 （調基１）第138号         平成28年 4月 1日
     　緑中央薬局 千葉市緑区おゆみ野３－２３－１ （後発調２）第1658号      平成28年 9月 1日
     ３センターイシイビル１Ｆ
     043-293-1193  (043-293-1192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1040143818  有限会社日本メディカ〒266-0033 （調基１）第563号         平成28年 4月 1日
     ル　サクラ鎌取薬局 千葉市緑区おゆみ野南５－１８－ （後発調２）第1229号      平成28年 4月 1日
     ９
     043-226-9680  (043-266-9687)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1050143834  株式会社タカサ　薬局〒267-0066 （調基１）第1115号        平成28年 4月 1日
     タカサあすみが丘店 千葉市緑区あすみが丘７－１２－ （後発調１）第2457号      平成28年10月 1日
     ６ （薬菌）第83号            平成26年 7月 1日
     043-205-8955  (043-205-8966) （在調）第20号            平成24年 4月 1日
     （在薬）第822号           平成16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   12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  1060143842  有限会社キシ薬局　キ〒262-0033 （調基１）第1155号        平成28年 4月 1日
     シ薬局 千葉市花見川区幕張本郷１－３－ （在薬）第540号           平成12年10月 1日
     １１
     043-272-2130  (043-272-2130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1070143867  薬局マツモトキヨシ　〒261-0004 （調基１）第961号         平成28年 4月 1日
     稲毛海岸駅前店 千葉市美浜区高洲３－２４－７ （後発調２）第2037号      平成29年 9月 1日
     043-270-4101  (043-303-8380) （か薬）第1110号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1080143925  有限会社レインフィー〒264-0017 （調基１）第1485号        平成28年 4月 1日
     ルド企画　桃太郎薬局千葉市若葉区加曽利町６－１ （か薬）第1053号          平成29年 7月 1日
     　わかば店 043-214-5211  (043-214-5213) （在薬）第946号           平成17年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1090143958  有限会社くすり堂　く〒266-0031 （調基１）第150号         平成28年 4月 1日
     すり堂薬局　誉田店 千葉市緑区おゆみ野６－２－３ （後発調１）第2295号      平成28年 7月 1日
     043-291-9898  (043-291-9888) （在薬）第654号           平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1100143982  薬局マツモトキヨシ　〒267-0066 （調基１）第965号         平成28年 4月 1日
     あすみが丘ＳＣ店 千葉市緑区あすみが丘７－１ （後発調１）第2585号      平成29年 1月 1日
     043-205-0260  (043-205-0260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1110144022  株式会社古山薬局　フ〒261-7102 （調基１）第182号         平成28年 4月 1日
     ルヤマ薬局　マリブ店千葉市美浜区中瀬２－６－１ＷＢ （後発調１）第2927号      平成30年 2月 1日
     Ｇマリブウエスト２階 （在薬）第1155号          平成18年 4月 1日
     043-297-1173  (043-297-1174)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1120144030  薬局マツモトキヨシ　〒263-0005 （調基１）第966号         平成28年 4月 1日
     ワンズモール長沼店 千葉市稲毛区長沼町３３０－５０ （後発調２）第2094号      平成29年11月 1日
     043-286-7166  (043-286-7166) （か薬）第1096号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1130144055  株式会社ドイ薬局　ド〒262-0019 （調基１）第1872号        平成28年 4月 1日
     イ薬局　花見川店 千葉市花見川区朝日ケ丘５－３２ （後発調２）第1455号      平成28年 4月 1日
     －２６
     043-275-5689  (043-213-8078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1140144121  株式会社ウィーズ　サ〒262-0033 （調基１）第1294号        平成28年 4月 1日
     ンリツ薬局　幕張本郷千葉市花見川区幕張本郷３－２２ （調）第155号             平成28年 4月 1日
     店 －１４ （後発調２）第2057号      平成29年10月 1日
     043-299-2227  （か薬）第343号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1094号          平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1150144154  とどろき薬局 〒263-0021 （調基１）第1630号        平成28年 4月 1日
     千葉市稲毛区轟町１－１３－３ （後発調２）第1932号      平成29年 5月 1日
     043-290-1233  （在薬）第2143号          平成25年11月18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)

  1160144170  有限会社レインフィー〒266-0005 （調基１）第1484号        平成28年 4月 1日
     ルド企画　桃太郎薬局千葉市緑区誉田町２－２４ （か薬）第86号            平成29年 4月 1日
     　誉田店 043-300-4189  (043-300-4193) （在薬）第945号           平成17年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1170144261  あすみ薬局 〒267-0066 （調基１）第1208号        平成28年 4月 1日
     千葉市緑区あすみが丘２－３５－ （後発調２）第1870号      平成29年 3月 1日
     ２ （在薬）第1191号          平成18年 8月 1日
     043-205-5010  (043-205-0810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1180144279  株式会社アイリスファ〒260-0041 （調基１）第1313号        平成28年 4月 1日
     ーマ　あけぼの薬局　千葉市中央区東千葉２－７－７ （後発調２）第1497号      平成28年 6月 1日
     東千葉店 043-285-5451  (043-285-5461) （か薬）第983号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第1039号          平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1190144295  有限会社京葉メディカ〒262-0012 （調基１）第888号         平成28年 4月 1日
     ル　ちぐさ薬局 千葉市花見川区千種町３５８－６ （調）第562号             平成29年10月 1日
     043-215-1435  (043-215-1436) （後発調１）第1675号      平成28年 4月 1日
     （在調）第68号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第949号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1023号          平成17年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1200144360  有限会社ビック薬局　〒263-0043 （調基１）第466号         平成28年 4月 1日
     有限会社ビック薬局　千葉市稲毛区小仲台６－２－１６ （後発調１）第1592号      平成28年 4月 1日
     ビック薬局本店 043-287-3754  (043-287-3754) （在薬）第670号           平成14年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1210144378  有限会社ビック薬局　〒263-0043 （調基１）第467号         平成28年 4月 1日
     有限会社ビック薬局　千葉市稲毛区小仲台６－１７－１ （後発調１）第1589号      平成28年 4月 1日
     ビック薬局２号店 ２ （在薬）第852号           平成16年 4月 1日
     043-255-6481  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1220144386  有限会社ビック薬局　〒263-0031 （調基１）第565号         平成28年 4月 1日
     有限会社ビック薬局　千葉市稲毛区稲毛東３－３－１０ （後発調２）第1308号      平成28年 4月 1日
     ビック薬局３号店 043-247-6649  （在薬）第853号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1230144394  株式会社千葉薬品　ヤ〒264-0021 （調基１）第1723号        平成28年 4月 1日
     ックスドラッグ若松薬千葉市若葉区若松町８９５ （後発調１）第2612号      平成29年 2月 1日
     局 043-304-2775  (043-304-2776) （か薬）第1190号          平成29年12月 1日
     （在薬）第2642号          平成28年11月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1240144410  株式会社くすりの福太〒260-0015 （調基１）第1375号        平成28年 4月 1日
     郎　薬局くすりの福太千葉市中央区富士見２－２３－８ （後発調２）第1428号      平成28年 4月 1日
     郎　千葉中央店 山野井ビル１Ｆ （在薬）第2759号          平成29年 9月11日
     043-223-5678  (043-223-5678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1250144428  株式会社メリファ　ミ〒260-0004 （調基１）第835号         平成28年 4月 1日
     ツワ薬局　東本町店 千葉市中央区東本町２－５ （後発調１）第1742号      平成28年 4月 1日
     043-223-6612  (043-223-6613) （在薬）第1729号          平成22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   14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  1260144436  株式会社千葉薬品　ヤ〒260-0005 （調基１）第1719号        平成28年 4月 1日
     ックス道場薬局 千葉市中央区道場南１－９－３１ （後発調１）第2527号      平成28年11月 1日
     043-223-7566  (043-223-7578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1270144493  薬局タカサ　誉田店 〒266-0005 （調基３）第68号          平成28年 4月 1日
     千葉市緑区誉田町２－２３０７ （薬菌）第84号            平成26年 7月 1日
     043-300-3100  (043-300-3101) （在調）第21号            平成24年 4月 1日
     （在薬）第823号           平成16年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1280144527  株式会社　旭ファーマ〒260-0013 （調基１）第1510号        平成28年 4月 1日
     シー　千葉中央薬局 千葉市中央区中央２－６－７ （後発調１）第2014号      平成28年 4月 1日
     043-222-6765  （か薬）第1194号          平成29年12月 1日
     （在薬）第1100号          平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1290144568  株式会社　旭ファーマ〒266-0005 （調基１）第1511号        平成28年 4月 1日
     シー　和幸薬局 千葉市緑区誉田町１－９５７－２ （後発調２）第2243号      平成30年 2月 1日
     043-292-5200  （か薬）第1170号          平成29年12月 1日
     （在薬）第1103号          平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1300144618  株式会社タカサ　薬局〒261-0013 （調基１）第1310号        平成28年 4月 1日
     タカサ　幕張マリンフ千葉市美浜区打瀬３－５　マリン （調）第53号              平成28年 4月 1日
     ォート店 フォート２－１０３ （薬菌）第85号            平成26年 7月 1日
     043-213-3191  （か薬）第128号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第824号           平成16年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1310144634  株式会社　千葉薬品　〒261-0013 （調基１）第1721号        平成28年 4月 1日
     ヤックスドラッグ　パ千葉市美浜区打瀬２－５　パティ （か薬）第1155号          平成29年11月 1日
     ティオス薬局 オス３番街 （在薬）第796号           平成15年 9月 1日
     043-211-0088  (043-211-0088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1320144659  有限会社　健裕　フレ〒263-0051 （調基１）第1789号        平成28年 4月 1日
     ンド薬局 千葉市稲毛区園生町２３６－３ （後発調１）第2108号      平成28年 4月 1日
     043-207-7793  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1330144667  有限会社　オリーシャ〒264-0025 （調基１）第1973号        平成28年 4月 1日
     ス　ありす薬局　都賀千葉市若葉区都賀２－２４－１　 （調）第310号             平成28年 5月 1日
     店 都賀ビル （後発調１）第2224号      平成28年 4月 1日
     043-214-5776  （在調）第501号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第633号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1146号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1340144691  有限会社　ケイエス　〒266-0032 （調基２）第10号          平成28年 4月 1日
     みどりヶ丘薬局 千葉市緑区おゆみ野中央４－２６ （後発調２）第1841号      平成29年 2月 1日
     －７ （在調）第12号            平成24年 4月 1日
     043-292-0801  （か薬）第180号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第855号           平成16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   15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  1350144717  株式会社　千葉薬品　〒266-0011 （調基１）第1722号        平成28年 4月 1日
     ヤックスドラッグ鎌取千葉市緑区鎌取町１１４－３０ （後発調２）第2221号      平成30年 2月 1日
     薬局 043-293-7835  (043-293-7836) （か薬）第903号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第841号           平成16年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1360144741  有限会社　レインフィ〒260-0806 （調基１）第1481号        平成28年 4月 1日
     ールド企画　桃太郎薬千葉市中央区宮崎２－１１－１６ （調）第111号             平成28年 4月 1日
     局　そが店 043-305-1093  (043-305-1083) （後発調１）第2586号      平成29年 1月 1日
     （か薬）第85号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第947号           平成17年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1370144758  有限会社稚奈　わかな〒263-0024 （調基１）第251号         平成28年 4月 1日
     薬局 千葉市稲毛区穴川３－４－１　デ （後発調１）第1549号      平成28年 4月 1日
     ィクオーレＡ－２
     043-251-2322  (043-251-2312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1380144774  中央薬局 〒260-0001 （調基１）第30号          平成28年 4月 1日
     千葉市中央区都町２－１６－６
     043-235-1727  (043-235-1728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1390144824  プリンス薬局 〒262-0014 （調基１）第501号         平成28年 4月 1日
     千葉市花見川区さつきが丘２－３ （後発調１）第2229号      平成28年 6月 1日
     ３－１６ （在薬）第1675号          平成22年 4月 1日
     043-298-0075  (043-298-0076)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1400144832  有限会社　テクナス　〒260-0013
     うさぎ薬局 千葉市中央区中央３－９－１０グ
     リーンランド千葉中央ビル１０１
     043-201-0088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1410144857  タカダ薬局　あおば店〒260-0851 （調基１）第997号         平成28年 4月 1日
     千葉市中央区矢作町８２８－５ （後発調２）第1616号      平成28年 8月 1日
     043-222-4189  (043-222-4194) （在調）第557号           平成28年12月 1日
     （か薬）第636号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第992号           平成17年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1420144873  しんせい薬局 〒266-0032 （調基１）第173号         平成28年 4月 1日
     千葉市緑区おゆみ野中央６－１４ （在薬）第941号           平成16年12月 1日
     －７
     043-300-4705  (043-300-4706)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1430144915  薬局マツモトキヨシ　〒263-0031 （調基１）第942号         平成28年 4月 1日
     ぺリエ稲毛店 千葉市稲毛区稲毛東３－１９－１ （後発調２）第2205号      平成30年 2月 1日
     １
     043-248-8060  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

  1440144923  しんまち薬局 〒260-0028 （調基１）第204号         平成28年 4月 1日
     千葉市中央区新町１－６
     043-243-2287  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1450144949  さかもとゆう薬局 〒264-0032 （調基１）第468号         平成28年 4月 1日
     千葉市若葉区みつわ台５－６－２ （調）第131号             平成28年 4月 1日
     ０ （後発調１）第1602号      平成28年 4月 1日
     043-206-8200  （か薬）第307号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第920号           平成16年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1460144972  薬局ベイ幕張台 〒262-0033 （調基１）第123号         平成28年 4月 1日
     千葉市花見川区幕張本郷５－５－ （後発調１）第2504号      平成28年11月 1日
     １９ （在薬）第2158号          平成25年12月16日
     043-350-1056  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1470144998  わかな薬局　おゆみ野〒266-0031 （調基１）第249号         平成28年 4月 1日
     店 千葉市緑区おゆみ野３－１３－１ （後発調２）第1214号      平成28年 4月 1日
     043-300-1181  (043-300-1182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1480145003  みつば薬局 〒267-0066 （調基１）第216号         平成28年 4月 1日
     千葉市緑区あすみが丘８－１３－
     ３４
     043-205-5630  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1490145029  薬局タカサ　千葉都町〒260-0001 （調基１）第1309号        平成28年 4月 1日
     店 千葉市中央区都町１２４９－３ （後発調２）第1807号      平成29年 1月 1日
     043-214-7105  （薬菌）第44号            平成22年 6月 1日
     （在調）第23号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第129号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第963号           平成17年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1500145045  薬局メディックス 〒262-0032 （調基１）第1329号        平成28年 4月 1日
     千葉市花見川区幕張町５－４１７ （調）第339号             平成28年 6月 1日
     －２２２幕張グリーンハイツ　地 （後発調１）第1990号      平成28年 4月 1日
     下１階　Ｂ－１号室 （在調）第277号           平成26年 7月 1日
     043-276-7760  (043-276-7770) （か薬）第675号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1028号          平成17年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1510145052  すずらん薬局 〒266-0033 （調基１）第889号         平成28年 4月 1日
     千葉市緑区おゆみ野南４－１－１ （後発調１）第1674号      平成28年 4月 1日
     043-300-2380  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1520145060  薬局漢方閣 〒260-0045 （調基１）第936号         平成28年 4月 1日
     千葉市中央区弁天２－２２－７　 （後発調１）第2934号      平成30年 3月 1日
     かっぺウエスト１Ｆ （在調）第489号           平成28年 8月 1日
     043-206-5556  (043-206-5578) （か薬）第670号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1029号          平成17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   17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  1530145094  有限会社カゲヤマ薬局〒260-0045 （調基１）第1913号        平成28年 4月 1日
     　あおば薬局　弁天店千葉市中央区弁天１－１７－１３ （在薬）第2664号          平成29年 2月 8日
     043-207-7117  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1540145102  トウカンメディカル朝〒262-0019 （調基２）第41号          平成28年 4月 1日
     日薬局 千葉市花見川区朝日ケ丘１－１０ （後発調２）第1224号      平成28年 4月 1日
     －１１ （在薬）第2023号          平成25年 2月 1日
     043-274-2205  (043-276-6403)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1550145110  つばきの森薬局 〒260-0042 （調基１）第587号         平成28年 4月 1日
     千葉市中央区椿森６－５－２ （後発調１）第1575号      平成28年 4月 1日
     043-256-7737  （か薬）第253号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2233号          平成26年 5月23日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1560145128  小仲台タカダ薬局 〒263-0043 （調基１）第225号         平成28年 4月 1日
     千葉市稲毛区小仲台３－１７－８
     043-255-6551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1570145136  すみれ薬局 〒262-0014 （調基１）第476号         平成28年 4月 1日
     千葉市花見川区さつきが丘１－１ （調）第166号             平成28年 4月 1日
     ７－４ （後発調１）第1591号      平成28年 4月 1日
     043-215-5750  (043-215-5760) （か薬）第358号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1008号          平成17年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1580145151  チェリー薬局旭町店 〒260-0002 （調基１）第50号          平成28年 4月 1日
     千葉市中央区旭町４－１０ （在薬）第1009号          平成17年 8月 1日
     043-227-8225  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1590145177  オリオン薬局 〒263-0001 （調基１）第1226号        平成28年 4月 1日
     千葉市稲毛区長沼原町７９１－１ （後発調２）第1503号      平成28年 6月 1日
     043-215-0021  (043-215-0071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1600145185  コイケ薬局高浜店 〒261-0003 （調基１）第284号         平成28年 4月 1日
     千葉市美浜区高浜５－９－１１
     043-270-6204  (043-270-6205)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1610145193  薬局タカサ　新検見川〒262-0025 （調基１）第1308号        平成28年 4月 1日
     店 千葉市花見川区花園５－３－１０ （後発調１）第2673号      平成29年 5月 1日
     　プチモンド１０１号 （薬菌）第86号            平成26年 7月 1日
     043-350-0611  (043-275-0266) （在調）第170号           平成24年 8月 1日
     （在薬）第987号           平成17年 5月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1620145201  有限会社ビック薬局　〒263-0044 （調基１）第564号         平成28年 4月 1日
     ビック薬局小中台町店千葉市稲毛区小中台町１３４０－ （後発調２）第2296号      平成30年 3月 1日
     １
     043-285-2566  



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)

  1630145219  そうごう薬局　おゆみ〒266-0032 （調基３）第103号         平成28年 4月 1日
     野店 千葉市緑区おゆみ野中央２－３－ （後発調２）第2153号      平成30年 1月 1日
     １ （在調）第435号           平成28年 4月 1日
     043-293-8711  (043-291-8222) （か薬）第1230号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第1072号          平成18年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1640145227  コーセー薬局　登戸店〒260-0032 （調基１）第305号         平成28年 4月 1日
     千葉市中央区登戸４－２－１０ （在調）第121号           平成24年 4月 1日
     043-301-7703  (043-247-0453) （在薬）第1015号          平成17年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1650145235  かまとり薬局 〒266-0031 （調基１）第852号         平成28年 4月 1日
     千葉市緑区おゆみ野３－７－１芝
     コーポ５号館　１０２号　
     043-292-9991  (043-292-9993)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1660145243  アポロ薬局　柏台店 〒263-0053 （調基１）第1490号        平成28年 4月 1日
     千葉市稲毛区柏台１－１９－１０ （か薬）第587号           平成29年 4月 1日
     ６ （在薬）第1174号          平成18年 5月 1日
     043-206-8111  (043-206-8866)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1670145276  第一薬局　園生店 〒263-0051 （調基１）第1188号        平成28年 4月 1日
     千葉市稲毛区園生町１０７－５ （調）第135号             平成28年 4月 1日
     043-255-9791  (043-255-9796) （在調）第65号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第309号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1006号          平成17年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1680145292  道場薬局 〒260-0005 （調基１）第1508号        平成28年 4月 1日
     千葉市中央区道場南１－１５－３ （調）第441号             平成29年 2月 1日
     ０ （後発調１）第2063号      平成28年 4月 1日
     043-227-3691  (043-227-3693) （か薬）第32号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第1098号          平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1690145318  南山堂薬局　幕張西店〒261-0026 （調基１）第572号         平成28年 4月 1日
     千葉市美浜区幕張西２－７－２０ （調）第316号             平成28年 6月 1日
     043-273-9900  (043-273-9901) （後発調２）第2291号      平成30年 3月 1日
     （在調）第577号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第54号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第1454号          平成20年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1700145342  あゆみ薬局 〒262-0045 （調基１）第502号         平成28年 4月 1日
     千葉市花見川区作新台５－１－５ （後発調１）第2230号      平成28年 6月 1日
     043-298-6730  (043-298-6731) （在薬）第1172号          平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1710145359  大洋薬局　山王２号店〒263-0002 （調基１）第1064号        平成28年 4月 1日
     千葉市稲毛区山王町１３３ （後発調２）第1617号      平成28年 8月 1日
     043-304-3571  (043-304-3573) （在薬）第2076号          平成25年 7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   19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  1720145375  まさご薬局 〒261-0011 （調基１）第1882号        平成28年 4月 1日
     千葉市美浜区真砂３－１－１ （か薬）第239号           平成28年 4月 1日
     043-278-0292  (043-312-5777) （在薬）第1176号          平成18年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1730145383  サイトウドラッグ 〒264-0002 （調基１）第310号         平成28年 4月 1日
     千葉市若葉区千城台東４－１３－ （後発調２）第1597号      平成28年 7月 1日
     ２ （在薬）第1719号          平成22年10月 1日
     043-236-1040  (043-236-2666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1740145391  桃太郎薬局　かめい店〒260-0011 （調基１）第1480号        平成28年 4月 1日
     千葉市中央区亀井町２－５ （調）第437号             平成29年 1月 1日
     043-226-1189  (043-226-1184) （後発調１）第2412号      平成28年 8月 1日
     （か薬）第94号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第1046号          平成17年11月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1750145433  アクア薬局 〒263-0054 （調基１）第1969号        平成28年 5月 1日
     千葉市稲毛区宮野木町２１１０－ （在薬）第1196号          平成18年 9月 1日
     １５
     043-306-4888  (043-306-4889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1760145441  桜木マル薬局 〒264-0021 （調基１）第1517号        平成28年 4月 1日
     千葉市若葉区若松町２１３５－１ （か薬）第866号           平成28年12月 1日
     ０　千葉北ビル３Ｆ－Ａ （在薬）第1134号          平成18年 4月 1日
     043-214-7571  (043-214-7572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1770145458  あつみ薬局　幕張本郷〒262-0033 （調基１）第1135号        平成28年 4月 1日
     店 千葉市花見川区幕張本郷１－１１ （在薬）第1170号          平成18年 5月 1日
     －２６リビエール本郷１０１－Ｂ
     043-272-5480  (043-272-5481)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1780145474  オリーブ薬局　山王店〒263-0002 （調基１）第1786号        平成28年 4月 1日
     千葉市稲毛区山王町１３８－４ （在薬）第2440号          平成27年11月13日
     043-421-7466  (043-421-7467)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1790145482  有限会社　健良　ひい〒260-0834 （調基１）第834号         平成28年 4月 1日
     らぎ薬局 千葉市中央区今井２－１２－１３ （後発調２）第1643号      平成28年 8月 1日
     －１０７
     043-266-6246  (043-266-6247)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1800145490  ウエルシア薬局　千葉〒264-0015 （調基１）第678号         平成28年 4月 1日
     大宮台店 千葉市若葉区大宮台１－１－１ （後発調１）第2696号      平成29年 6月 1日
     043-300-6122  (043-300-6123) （在薬）第2293号          平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1810145508  有限会社　トリニティ〒264-0032 （調基１）第583号         平成28年 4月 1日
     ー　くるみ薬局 千葉市若葉区みつわ台２－３１－
     １
     043-290-5280  



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)

  1820145516  株式会社清心ファーマ〒260-0027 （調基１）第1886号        平成28年 4月 1日
     シー　漢方龍泉堂薬局千葉市中央区新田町２－１０ （後発調１）第2004号      平成28年 4月 1日
     043-247-4015  (043-247-3749)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1830145524  株式会社大洋メディカ〒263-0043 （調基１）第1068号        平成28年 4月 1日
     ルサプライ　大洋薬局千葉市稲毛区小仲台５－４－１２ （後発調２）第2277号      平成30年 3月 1日
     　小仲台店 043-285-5501  (043-285-5502) （在薬）第1179号          平成18年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1840145565  株式会社ウィーズ　ブ〒264-0006 （調基１）第404号         平成28年 4月 1日
     レーメン薬局　小倉台千葉市若葉区小倉台７－２－２ （在薬）第1372号          平成20年 3月 1日
     店 043-235-3441  (043-235-3442)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1850145581  株式会社コクミン　コ〒260-0851 （調基３）第148号         平成28年 4月 1日
     クミン薬局　千葉大病千葉市中央区矢作町８０５－１４ （後発調１）第1444号      平成28年 4月 1日
     院前店 043-222-0208  (043-222-0208) （か薬）第996号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第1730号          平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1860145599  株式会社鴇田薬局　ト〒263-0043 （調基１）第202号         平成28年 4月 1日
     キタ薬局　イオン稲毛千葉市稲毛区小仲台１－４－２０ （在薬）第2245号          平成26年 7月 8日
     店 043-252-9090  (043-252-5151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1870145623  株式会社三学　さくら〒263-0044 （調基２）第48号          平成28年 4月 1日
     んぼ薬局　小中台町店千葉市稲毛区小中台町３５６－１ （後発調２）第1639号      平成28年 8月 1日
     ５ （か薬）第592号           平成29年 4月 1日
     043-207-3960  (043-254-3960) （在薬）第1351号          平成20年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1880145631  有限会社くすり堂　く〒263-0054 （調基１）第149号         平成28年 4月 1日
     すり堂薬局　宮野木店千葉市稲毛区宮野木町１１０３ （か薬）第684号           平成28年 7月 1日
     043-290-7802  (043-290-7803) （在薬）第2507号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1890145649  株式会社イングメディ〒262-0014 （調基１）第1579号        平成28年 4月 1日
     　さつきが丘薬局 千葉市花見川区さつきが丘２－１ （後発調１）第2241号      平成28年 6月 1日
     －２
     043-259-9174  (043-259-9280)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1900145672  有限会社ファイン　和〒263-0005 （調基１）第1075号        平成28年 4月 1日
     光薬局　長沼店 千葉市稲毛区長沼町１３４－１３ （後発調２）第1394号      平成28年 4月 1日
     043-216-1355  (043-216-1355) （か薬）第787号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第1365号          平成20年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1910145680  有限会社セノオファー〒260-0801 （調基１）第1257号        平成28年 4月 1日
     マシー　あかね薬局　千葉市中央区仁戸名町４８０－１
     仁戸名店 ２０
     043-261-5556  (043-261-5546)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

  1920145698  日本調剤株式会社　日〒260-0852 （調基１）第595号         平成28年 4月 1日
     本調剤　青葉薬局 千葉市中央区青葉町９５５－２３ （調）第153号             平成28年 4月 1日
     043-226-1730  (043-226-1739) （後発調２）第1232号      平成28年 4月 1日
     （在調）第322号           平成27年 1月 1日
     （か薬）第341号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1216号          平成18年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1930145706  有限会社健章　有限会〒262-0015 （調基１）第499号         平成28年 4月 1日
     社健章　つくし薬局 千葉市花見川区宮野木台２－５－ （後発調２）第1212号      平成28年 4月 1日
     １７ （在薬）第1456号          平成20年 8月 1日
     043-290-5265  (043-290-5266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1940145722  有限会社水野薬局　水〒260-0834 （調基１）第307号         平成28年 4月 1日
     野薬局 千葉市中央区今井１－２３－１１
     043-261-1266  (043-261-0906)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1950145748  株式会社リープコーポ〒260-0021 （調基１）第705号         平成28年 4月 1日
     レーション　たちばな千葉市中央区新宿２－５－２０田 （調）第484号             平成29年 5月 1日
     薬局 那村ビル１０２号 （後発調２）第2250号      平成30年 2月 1日
     043-204-8501  (043-204-8502) （在調）第160号           平成24年 6月 1日
     （か薬）第980号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第1476号          平成20年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1960145763  ファーコス薬局　もみ〒262-0033 （調基１）第1195号        平成28年 4月 1日
     の木 千葉市花見川区幕張本郷７－２２ （後発調２）第1557号      平成28年 7月 1日
     －１０ （在薬）第1272号          平成19年 4月 1日
     0432-74-3295  (043-274-3295)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1970145797  株式会社古山薬局　フ〒264-0025 （調基１）第183号         平成28年 4月 1日
     ルヤマ薬局　都賀店 千葉市若葉区都賀３－２４－１ （後発調１）第2936号      平成30年 3月 1日
     043-233-1430  (043-231-4454) （在薬）第1341号          平成19年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1980145805  株式会社ツルハ　調剤〒266-0031 （調基１）第90号          平成28年 4月 1日
     薬局ツルハドラッグ　千葉市緑区おゆみ野３－４０－５ （後発調２）第1736号      平成28年11月 1日
     鎌取店 043-292-0636  (043-292-0636) （在薬）第1295号          平成19年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1990145813  株式会社宮野木薬局　〒262-0015 （調基１）第75号          平成28年 4月 1日
     宮の木薬局 千葉市花見川区宮野木台１－５－ （後発調２）第2030号      平成29年 9月 1日
     ２３ （在薬）第1572号          平成21年11月 1日
     043-308-5506  (043-308-5507)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2000145839  株式会社タカサ　薬局〒263-0001 （調基１）第1304号        平成28年 4月 1日
     タカサ　長沼原店 千葉市稲毛区長沼原町４１４－５ （薬菌）第87号            平成26年 7月 1日
     043-298-0281  （在調）第28号            平成24年 4月 1日
     （在薬）第1296号          平成19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   22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  2010145862  ミネ医薬品株式会社　〒260-0801 （調基１）第582号         平成28年 4月 1日
     ミネ薬局　仁戸名店 千葉市中央区仁戸名町６８５－２
     043-261-8967  (043-261-8968)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2020145870  株式会社ツルハ　調剤〒266-0033 （調基１）第91号          平成28年 4月 1日
     薬局ツルハドラッグお千葉市緑区おゆみ野南５－７－２ （後発調２）第2123号      平成29年12月 1日
     ゆみ野南店 043-291-0157  (043-291-0157) （在薬）第1310号          平成19年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2030145888  株式会社古山薬局　フ〒260-0013 （調基１）第181号         平成28年 4月 1日
     ルヤマ薬局　中央店 千葉市中央区中央４－５－１
     043-225-6310  (043-225-6310)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2040145896  有限会社鈴木商店　千〒260-0844 （調基１）第1499号        平成28年 4月 1日
     葉寺調剤薬局 千葉市中央区千葉寺町３１０－３ （後発調１）第2605号      平成29年 2月 1日
     043-268-4600  (043-268-4600) （在調）第118号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第695号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1408号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2050145920  株式会社ジーアイハー〒263-0016 （調基１）第503号         平成28年 4月 1日
     ト　みどり薬局 千葉市稲毛区天台４－１－１３宏 （後発調１）第2193号      平成28年 5月 1日
     友ビル１０１ （か薬）第689号           平成28年 7月 1日
     043-290-5755  (043-290-5756) （在薬）第1374号          平成20年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2060145938  株式会社大洋メディカ〒262-0046 （調基１）第1071号        平成28年 4月 1日
     ルサプライ　大洋薬局千葉市花見川区花見川３－２０－ （後発調２）第2275号      平成30年 3月 1日
     　花見川店 １０９ （在薬）第1315号          平成19年 9月 1日
     043-286-2525  (043-286-2537)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2070145953  ウエルシア薬局　千葉〒266-0005 （調基１）第687号         平成28年 4月 1日
     誉田店 千葉市緑区誉田町２－２４－５４ （後発調１）第2448号      平成28年 9月 1日
     ７ （在薬）第2298号          平成26年10月 8日
     043-226-9781  (043-226-9782)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2080145987  Ａ．Ｓ．Ｏ．調剤薬局〒260-0041 （調基１）第440号         平成28年 4月 1日
     株式会社　東千葉グリ千葉市中央区東千葉１－７－１３ （後発調１）第1494号      平成28年 4月 1日
     ーン薬局 043-290-7760  (043-290-7761) （在薬）第1451号          平成20年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2090146001  株式会社タカサ　薬局〒260-0801 （調基１）第1302号        平成28年 4月 1日
     タカサ　ドライブスル千葉市中央区仁戸名町７１０－５ （後発調１）第2427号      平成28年 9月 1日
     ー仁戸名店 043-305-0046  (043-305-0045) （薬菌）第88号            平成26年 7月 1日
     （在調）第29号            平成24年 4月 1日
     （在薬）第1346号          平成19年12月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2100146019  株式会社　太一　阿部〒262-0022 （調基１）第529号         平成28年 4月 1日
     薬局 千葉市花見川区南花園１－４４－ （後発調１）第2240号      平成28年 6月 1日
     ９　高山ビル１０２号 （在薬）第2682号          平成29年 3月 6日
     043-350-4970  (043-350-4975)



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)

  2110146027  有限会社ケイエス　は〒266-0032 （調基１）第317号         平成28年 4月 1日
     るのみち薬局 千葉市緑区おゆみ野中央１－２３ （調）第114号             平成28年 4月 1日
     －１７ （後発調２）第1170号      平成28年 4月 1日
     043-293-3251  (043-593-3261) （在調）第5号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第140号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1429号          平成20年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2120146043  有限会社都賀新盛堂薬〒264-0025 （調基１）第703号         平成28年 4月 1日
     局　都賀新盛堂薬局 千葉市若葉区都賀３－２２－８ （後発調１）第2239号      平成28年 6月 1日
     043-231-2391  (043-234-1743) （在薬）第2403号          平成27年 8月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2130146050  ＡＩＫ株式会社　あお〒266-0032 （調基１）第92号          平成28年 4月 1日
     ぞら薬局 千葉市緑区おゆみ野中央７－３４ （後発調１）第1558号      平成28年 4月 1日
     －３ （在薬）第1443号          平成20年 7月 1日
     043-309-8345  (043-309-8646)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2140146068  株式会社サンメディカ〒262-0021 （調基１）第520号         平成28年 4月 1日
     ルコーポレーション　千葉市花見川区花園町４４－５４ （後発調２）第1499号      平成28年 6月 1日
     サンメディカルこのは043-298-3650  (043-298-3655) （在薬）第2015号          平成25年 2月 1日
     薬局
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2150146076  有限会社健晃　わかば〒265-0077 （調基１）第505号         平成28年 4月 1日
     薬局 千葉市若葉区御成台１－１６－１ （後発調２）第1492号      平成28年 5月 1日
     １
     043-226-6675  (043-226-6676)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2160146092  アイビー薬局　加曽利〒264-0017 （調基１）第702号         平成28年 4月 1日
     店 千葉市若葉区加曽利町１６０３－ （後発調１）第1671号      平成28年 4月 1日
     ４９　エムハイツ１０３号 （か薬）第796号           平成28年11月 1日
     043-214-5810  (043-214-6117) （在薬）第1435号          平成20年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2170146118  株式会社四ッ葉メディ〒260-0014 （調基１）第1557号        平成28年 4月 1日
     カル　中央調剤薬局 千葉市中央区本千葉町１－１－１ （後発調１）第2039号      平成28年 4月 1日
     ０２ （在薬）第1488号          平成21年 1月 1日
     043-227-6477  (043-445-7163)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2180146126  有限会社レインフィー〒260-0001 （調基１）第1478号        平成28年 4月 1日
     ルド企画　桃太郎薬局千葉市中央区都町１０３８－３ （後発調２）第1928号      平成29年 4月 1日
     　みやこ店 043-214-1189  (043-214-1207) （か薬）第84号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第1441号          平成20年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2190146134  株式会社シー・エイチ〒262-0043 （調基１）第724号         平成28年 4月 1日
     ・エル　グリーン薬局千葉市花見川区天戸町１４９５－ （後発調１）第2782号      平成29年 9月 1日
     ４ （在薬）第1447号          平成20年 7月 1日
     043-257-4166  (043-257-4451)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

  2200146159  イオンリテール株式会〒261-8515 （調基１）第1748号        平成28年 4月 1日
     社　イオンタワー薬局千葉市美浜区中瀬１－５－１ （後発調１）第1950号      平成28年 4月 1日
     043-212-6712  (043-212-6150) （在薬）第2094号          平成25年 8月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2210146167  株式会社大洋メディカ〒260-0015 （調基１）第1060号        平成28年 4月 1日
     ルサプライ　大洋薬局千葉市中央区富士見２－１７－２ （後発調１）第2825号      平成29年10月 1日
     　千葉中央店 広栄ビル１Ｆ
     043-221-5211  (043-221-5213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2220146175  株式会社コスモ　コス〒262-0032 （調基１）第1599号        平成28年 4月 1日
     モ薬局　幕張駅前店 千葉市花見川区幕張町５－１４５ （在薬）第1465号          平成20年 9月 1日
     043-273-8367  (043-273-8367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2230146191  イオンリテール株式会〒261-8513 （調基１）第2113号        平成29年 4月 1日
     社　イオン薬局マリン千葉市美浜区高洲３－１３－１ （後発調２）第2173号      平成30年 1月 1日
     ピア店 043-303-9745  (043-303-0381) （か薬）第1187号          平成29年12月 1日
     （在薬）第2096号          平成25年 8月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2240146209  あすみが丘東薬局 〒267-0067 （調基１）第1214号        平成28年 4月 1日
     千葉市緑区あすみが丘東１－２０ （後発調２）第1930号      平成29年 4月 1日
     －９ （か薬）第1160号          平成29年12月 1日
     043-205-1081  (043-205-1082) （在薬）第1478号          平成20年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2250146217  はな株式会社　メディ〒260-0822 （調基１）第784号         平成28年 4月 1日
     スンショップ蘇我薬局千葉市中央区蘇我２－５－３ （調）第88号              平成28年 4月 1日
     043-305-0087  (043-305-0088) （後発調２）第1274号      平成28年 4月 1日
     （薬菌）第56号            平成24年 4月 1日
     （在調）第115号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第287号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1536号          平成21年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2260146225  有限会社カゲヤマ薬局〒260-0015 （調基１）第1915号        平成28年 4月 1日
     　有限会社カゲヤマ薬千葉市中央区富士見２－３－１塚 （在薬）第2665号          平成29年 2月 8日
     局　あおば薬局塚本ビ本大千葉ビル４階
     ル店 043-202-6755  (043-202-6757)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2270146233  日本メディカルシステ〒260-0844 （調基１）第928号         平成28年 4月 1日
     ム株式会社　千葉寺中千葉市中央区千葉寺町１１９４－ （調）第335号             平成28年 6月 1日
     央薬局 ３　１０１号室 （後発調２）第1256号      平成28年 4月 1日
     043-208-3021  (043-208-3022) （在調）第245号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第669号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第1570号          平成21年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2280146258  ウエルシア薬局　千葉〒264-0028 （調基１）第603号         平成28年 4月 1日
     桜木店 千葉市若葉区桜木４－１６－５ （後発調２）第2110号      平成29年12月 1日
     043-235-6010  (043-235-6011) （在薬）第2301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   25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  2290146266  株式会社ひよこファー〒262-0033 （調基１）第1778号        平成28年 4月 1日
     マシー　ひよこ薬局 千葉市花見川区幕張本郷５－４－ （後発調２）第1427号      平成28年 4月 1日
     ７ラファイエット本郷１０４
     043-271-1458  (043-271-1457)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2300146274  有限会社レインフィー〒260-0012 （調基１）第1477号        平成28年 4月 1日
     ルド企画　桃太郎薬局千葉市中央区本町１－１－１ （後発調２）第1927号      平成29年 4月 1日
     本町店 043-202-1189  (043-202-1089) （在調）第120号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第83号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第1486号          平成21年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2310146282  ウエルシア薬局　千葉〒263-0002 （調基１）第604号         平成28年 4月 1日
     山王店 千葉市稲毛区山王町１３４－１ （後発調１）第2866号      平成29年12月 1日
     043-304-2220  (043-304-2221) （在薬）第1550号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2320146290  ウエルシア薬局　千葉〒264-0035 （調基１）第605号         平成28年 4月 1日
     東寺山コープ店 千葉市若葉区東寺山町４２２－１ （後発調２）第2191号      平成30年 2月 1日
     043-290-1051  (043-290-1055) （在薬）第1549号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2330146308  トキ薬局 〒266-0005 （調基１）第1928号        平成28年 4月 1日
     千葉市緑区誉田町３－７２－９
     043-291-7288  (043-291-7288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2340146316  有限会社　健裕　マリ〒263-0051 （調基２）第104号         平成28年 4月 1日
     ーン薬局 千葉市稲毛区園生町１６９－１ （後発調２）第1484号      平成28年 5月 1日
     043-290-7180  (043-290-7181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2350146324  株式会社　大洋メディ〒263-0054 （調基１）第1059号        平成28年 4月 1日
     カルサプライ　大洋薬千葉市稲毛区宮野木町１７２２－ （調）第508号             平成29年 6月 1日
     局　宮野木店 １３６ （後発調２）第1863号      平成29年 3月 1日
     043-286-8551  (043-286-8552) （か薬）第929号           平成29年 2月 1日
     （在薬）第1519号          平成21年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2360146332  株式会社タンポポ薬局〒260-0801 （調基１）第1695号        平成28年 4月 1日
     　株式会社タンポポ薬千葉市中央区仁戸名町７０２－１ （か薬）第974号           平成29年 5月 1日
     局 043-264-0456  (043-264-0456) （在薬）第1627号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2370146340  有限会社ファースト企〒261-0001 （調基１）第859号         平成28年 4月 1日
     画　ゆいまーる薬局 千葉市美浜区幸町２－２３－１ （調）第504号             平成29年 6月 1日
     043-204-5277  (043-204-5388) （か薬）第1013号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第1510号          平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2380146399  おゆみ野薬局 〒266-0033 （調基１）第1801号        平成28年 4月 1日
     千葉市緑区おゆみ野南３－２４－ （後発調１）第2263号      平成28年 6月 1日
     ６ （か薬）第786号           平成28年10月 1日
     043-488-6571  (043-488-6572) （在薬）第1588号          平成21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   26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  2390146407  株式会社　アスウィン〒263-0043 （調基１）第457号         平成28年 4月 1日
     　ヒロ薬局　稲毛店 千葉市稲毛区小仲台２－８－２３ （調）第497号             平成29年 5月 1日
     －１０１ （後発調１）第1561号      平成28年 4月 1日
     043-207-9944  (043-207-9955) （在調）第89号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第1002号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第1521号          平成21年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2400146415  株式会社シフト　なの〒266-0033 （調基１）第515号         平成28年 4月 1日
     はな薬局　南店 千葉市緑区おゆみ野南２－１１－ （後発調２）第1859号      平成29年 3月 1日
     １ （か薬）第757号           平成28年 9月 1日
     043-300-1524  (043-300-1624)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2410146423  株式会社三学　さくら〒263-0043 （調基１）第718号         平成28年 4月 1日
     んぼ薬局　稲毛店 千葉市稲毛区小仲台６－２３－３ （か薬）第268号           平成29年 4月 1日
     043-290-8949  (043-290-8951) （在薬）第1594号          平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2420146431  株式会社マル・コーポ〒260-0801 （調基１）第747号         平成28年 4月 1日
     レーション　仁戸名薬千葉市中央区仁戸名町７０２－１ （調）第429号             平成28年12月 1日
     局２号店 043-209-3155  (043-209-3156) （後発調１）第1706号      平成28年 4月 1日
     （在調）第600号           平成29年 8月 1日
     （か薬）第873号           平成28年12月 1日
     （在薬）第1541号          平成21年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2430146449  株式会社サンメディカ〒266-0032 （調基１）第226号         平成28年 4月 1日
     ルコーポレーション　千葉市緑区おゆみ野中央１－１８ （後発調２）第2072号      平成29年10月 1日
     サンメディカルおゆみ－１９ （在薬）第2016号          平成25年 2月 1日
     の薬局 043-497-3710  (043-497-3711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2440146456  株式会社メディサポー〒262-0033 （調基１）第1788号        平成28年 4月 1日
     ト　オリーブ薬局幕張千葉市花見川区幕張本郷１－２－ （後発調２）第1295号      平成28年 4月 1日
     本郷店 ２４幕張本郷相葉ビル１０２ （在薬）第2441号          平成27年11月13日
     043-441-3142  (043-441-3143)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2450146464  株式会社ウィーズ　ダ〒261-0013 （調基１）第1642号        平成28年 4月 1日
     リヤ幕張薬局 千葉市美浜区打瀬２－１－２グラ （調）第563号             平成29年10月 1日
     ンパティオス公園西の街５番館１ （後発調１）第2871号      平成29年12月 1日
     ０１号 （か薬）第1124号          平成29年10月 1日
     043-310-8010  (043-310-8050) （在薬）第1560号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2460146472  株式会社マル・コーポ〒260-0028 （調基１）第1516号        平成28年 4月 1日
     レーション　新町まる千葉市中央区新町１７－７ （か薬）第1173号          平成29年12月 1日
     薬局 043-302-1411  (043-302-1412) （在薬）第1556号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2470146480  鈴木薬局 〒260-0843 （調基１）第9号           平成28年 4月 1日
     千葉市中央区末広２－１２－１６ （後発調２）第1514号      平成28年 6月 1日
     043-266-3727  (043-261-6422) （在薬）第1565号          平成21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)

  2480146498  有限会社タノユサプラ〒263-0016 （調基１）第1473号        平成28年 4月 1日
     イ　タノユ薬局 千葉市稲毛区天台４－１１－１５ （後発調１）第1869号      平成28年 4月 1日
     043-255-6110  (043-256-1101) （在薬）第2801号          平成29年10月18日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2490146522  株式会社マル・コーポ〒262-0045 （調基１）第860号         平成28年 4月 1日
     レーション　作新台マ千葉市花見川区作新台１－５－７ （調）第265号             平成28年 5月20日
     ル薬局 043-298-5511  (043-298-5512) （在調）第79号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第538号           平成28年 5月20日
     （在薬）第1568号          平成21年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2500146530  株式会社アイリスファ〒260-0854 （調基３）第86号          平成28年 4月 1日
     ーマ　あけぼの薬局　千葉市中央区長洲１－２０－２Ｂ （在調）第627号           平成29年10月 1日
     本千葉店 ｅｌｌ　ｆａｒｍ　１０１ （か薬）第984号           平成29年 5月 1日
     043-308-0843  (043-201-2361) （在薬）第1580号          平成21年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2510146555  日本メディカルシステ〒266-0031 （調基２）第118号         平成29年 1月 1日
     ム株式会社　薬局メデ千葉市緑区おゆみ野３－２－４ （在調）第206号           平成25年11月 1日
     ィクス 043-291-7171  (043-291-1370) （か薬）第645号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1613号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2520146597  クオール薬局稲毛店 〒263-0043 （調基１）第1487号        平成28年 4月 1日
     千葉市稲毛区小仲台２－２－２エ （調）第220号             平成28年 4月 1日
     ヌズクアトロ２Ａ （在調）第480号           平成28年 7月 1日
     043-206-8289  (043-206-8290) （か薬）第450号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1603号          平成22年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2530146605  株式会社クリエイショ〒260-0834 （調基１）第223号         平成28年 4月 1日
     ン　薬局クリエイショ千葉市中央区今井２－１１－１３ （後発調２）第1154号      平成28年 4月 1日
     ン蘇我店 三幸第２マンション１０３号
     043-497-5072  (043-497-5073)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2540146621  都賀新盛堂薬局３号店〒264-0025 （調基１）第733号         平成28年 4月 1日
     千葉市若葉区都賀３－１７－５ （後発調１）第2346号      平成28年 7月 1日
     043-497-5726  (043-497-5726)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2550146639  薬局タカサ　黒砂台店〒263-0041 （調基１）第1296号        平成28年 4月 1日
     千葉市稲毛区黒砂台１－９－１ （後発調１）第2930号      平成30年 3月 1日
     043-242-1313  (043-242-1320) （薬菌）第89号            平成26年 7月 1日
     （在調）第31号            平成24年 4月 1日
     （在薬）第1629号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2560146654  調剤薬局マツモトキヨ〒264-0005 （調基１）第952号         平成28年 4月 1日
     シ千城台ショッピング千葉市若葉区千城台北３－２１－ （後発調２）第2207号      平成30年 2月 1日
     センター店 １ （か薬）第1073号          平成29年 7月 1日
     043-236-5760  (043-236-5760)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

  2570146662  さくら薬局　鎌取店 〒266-0007 （調基１）第334号         平成28年 4月 1日
     千葉市緑区辺田町５９３－２１ （在調）第299号           平成26年 9月 1日
     043-293-7010  (043-293-7026) （か薬）第1199号          平成29年12月 1日
     （在薬）第1671号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2580146704  桃太郎薬局　おゆみ野〒266-0033 （調基１）第1476号        平成28年 4月 1日
     店 千葉市緑区おゆみ野南６－２－５ （調）第289号             平成28年 5月 1日
     043-292-4189  (043-292-2593) （後発調２）第1944号      平成29年 5月 1日
     （か薬）第93号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第1678号          平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2590146753  クリエイト薬局　千葉〒260-0024 （調基１）第1753号        平成28年 4月 1日
     みなと店 千葉市中央区中央港１－１５－８ （調）第385号             平成28年10月 1日
     043-203-3101  (043-203-3102) （後発調１）第2099号      平成28年 4月 1日
     （在調）第192号           平成25年 5月 1日
     （か薬）第775号           平成28年10月 1日
     （在薬）第1687号          平成22年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2600146761  薬樹薬局　蘇我 〒260-0834 （調基１）第1866号        平成28年 4月 1日
     千葉市中央区今井３－２０－３ （調）第228号             平成28年 4月 1日
     043-266-8561  (043-379-6837) （後発調１）第2511号      平成28年11月 1日
     （在調）第213号           平成25年12月 1日
     （か薬）第459号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1691号          平成22年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2610146779  チバさくら薬局 〒262-0023 （調基１）第1862号        平成28年 4月 1日
     千葉市花見川区検見川町３－３０ （調）第218号             平成28年 4月 1日
     １－２４ （在調）第281号           平成26年 7月 1日
     043-272-8636  (043-272-8821) （か薬）第447号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1692号          平成22年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2620146787  薬局タカサ　おゆみ野〒266-0033 （調基１）第1295号        平成28年 4月 1日
     店 千葉市緑区おゆみ野南６－１８－ （後発調２）第2166号      平成30年 1月 1日
     ３ （薬菌）第90号            平成26年 7月 1日
     043-292-8830  (043-292-8831) （在調）第32号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第1046号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第1700号          平成22年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2630146803  ヤックスドラッグ本千〒260-0854 （調基１）第1720号        平成28年 4月 1日
     葉薬局 千葉市中央区長洲２－２７－４ （在薬）第2640号          平成28年11月11日
     043-223-6601  (043-223-6603)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2640146811  せきぐち薬局 〒267-0066 （調基１）第853号         平成28年 4月 1日
     千葉市緑区あすみが丘１－１－８ （後発調１）第1802号      平成28年 4月 1日
     ピアブルック１階 （在薬）第1724号          平成22年10月 1日
     043-295-3719  (043-295-3728)



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)

  2650146829  ウエルシア薬局　千葉〒267-0067 （調基１）第613号         平成28年 4月 1日
     土気店 千葉市緑区あすみが丘東２－１９ （後発調１）第2596号      平成29年 2月 1日
     －３ （在薬）第2302号          平成26年10月 8日
     043-205-7710  (043-205-7711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2660146837  大洋薬局千城台店 〒264-0002 （調基１）第1058号        平成28年 4月 1日
     千葉市若葉区千城台東２－３２－ （在薬）第2123号          平成25年 9月 9日
     ９
     043-306-0061  (043-306-0062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2670146852  本町薬局 〒260-0012 （調基１）第911号         平成28年 4月 1日
     千葉市中央区本町１－１－１６ （在薬）第1977号          平成24年10月 1日
     043-227-3460  (043-227-3460)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2680146860  こばと薬局 〒263-0031 （調基２）第88号          平成28年 4月 1日
     千葉市稲毛区稲毛東４－２－１８ （後発調２）第2033号      平成29年 9月 1日
     ホームメイトビル１０２号 （在薬）第1755号          平成23年 3月 1日
     043-216-3427  (043-216-3428)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2690146886  イオン薬局　幕張店 〒261-0021 （調基１）第1746号        平成28年 4月 1日
     千葉市美浜区ひび野１－３ （後発調２）第1310号      平成28年 4月 1日
     043-276-2633  (043-276-2633) （在薬）第2097号          平成25年 8月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2700146928  フラワー薬局 〒265-0043 （調基１）第776号         平成28年 4月 1日
     千葉市若葉区中田町１１４９ （か薬）第1140号          平成29年11月 1日
     043-312-4055  (043-312-4220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2710146944  ファルメックス薬局 〒261-0012 （調基１）第707号         平成28年 4月 1日
     千葉市美浜区磯辺５－９－１ （調基１）第1623号        平成28年 4月 1日
     043-441-6101  (043-441-6102) （調）第388号             平成28年10月 1日
     （後発調１）第2464号      平成28年10月 1日
     （在調）第290号           平成26年 8月 1日
     （か薬）第779号           平成28年10月 1日
     （在薬）第1753号          平成23年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2720146969  オリーブ薬局　海浜幕〒261-0013 （調基１）第1787号        平成28年 4月 1日
     張店 千葉市美浜区打瀬１－２－１幕張 （後発調１）第2650号      平成29年 4月 1日
     ベイタウンプラザ３Ｆ （在薬）第2442号          平成27年11月13日
     043-350-1120  (043-350-1121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2730146977  スカイ薬局 〒261-0005 （調基２）第96号          平成28年 4月 1日
     千葉市美浜区稲毛海岸３－１－３ （後発調２）第1483号      平成28年 5月 1日
     043-203-5105  (043-203-5106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

  2740146985  日本調剤　椿森薬局 〒260-0042 （調基１）第594号         平成28年 4月 1日
     千葉市中央区椿森４－４－４ （調）第143号             平成28年 4月 1日
     043-207-5531  (043-207-5532) （後発調２）第1233号      平成28年 4月 1日
     （在調）第324号           平成27年 1月 1日
     （か薬）第331号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1785号          平成23年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2750146993  クランド薬局 〒261-0013 （調基１）第556号         平成28年 4月 1日
     千葉市美浜区打瀬２－１６パティ （在薬）第2163号          平成26年 1月28日
     オス１７番街１Ｆ
     043-441-5165  (043-441-5166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2760147074  マリオン薬局　天戸店〒262-0043 （調基１）第786号         平成28年 4月 1日
     千葉市花見川区天戸町１３３４－
     １
     043-250-1011  (043-250-1013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2770147090  あけぼの薬局　都賀店〒264-0026 （調基１）第1314号        平成28年 4月 1日
     千葉市若葉区西都賀２－５－７ （調）第319号             平成28年 6月 1日
     043-309-1189  (043-253-7730) （後発調２）第1320号      平成28年 4月 1日
     （か薬）第424号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1805号          平成23年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2780147108  プラザ薬局みつわ台 〒264-0032 （調基３）第62号          平成28年 4月 1日
     千葉市若葉区みつわ台２－１２－ （後発調２）第1393号      平成28年 4月 1日
     １リードビル１Ｆ （か薬）第1086号          平成29年 8月 1日
     043-304-5023  (043-304-5140) （在薬）第1806号          平成23年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2790147116  サンチェリー薬局　本〒260-0854 （調基１）第532号         平成28年 4月 1日
     千葉駅前店 千葉市中央区長洲１－２４－１エ （後発調１）第1612号      平成28年 4月 1日
     スカイア本千葉第一１０１号室
     043-304-5182  (043-304-5182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2800147157  まごころ薬局 〒261-0011 （調基１）第3号           平成28年 4月 1日
     千葉市美浜区真砂４－１－１０－ （在薬）第1822号          平成23年11月 1日
     １０１
     043-304-6160  (043-304-6162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2810147173  アイク薬局　古市場店〒266-0026 （調基１）第1829号        平成28年 4月 1日
     千葉市緑区古市場町９０２－８ （後発調２）第1765号      平成28年12月 1日
     043-235-8830  (043-235-8831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2820147181  あんず薬局 〒267-0066 （調基１）第543号         平成28年 4月 1日
     千葉市緑区あすみが丘７－２－５ （調）第213号             平成28年 4月 1日
     ２ （在調）第235号           平成26年 4月 1日
     043-205-2020  (043-205-2062) （か薬）第442号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1844号          平成24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   31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  2830147199  第一薬局小仲台店 〒263-0043 （調基１）第2150号        平成29年 4月 1日
     千葉市稲毛区小仲台６－１５－９ （調）第477号             平成29年 4月 1日
     号 （後発調１）第2830号      平成29年10月 1日
     043-304-6540  (043-304-6541) （在調）第630号           平成29年10月 1日
     （か薬）第256号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1845号          平成24年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2840147223  クオール薬局東千葉店〒260-0042 （調基１）第372号         平成28年 4月 1日
     千葉市中央区椿森６－５－２ （調）第66号              平成28年 4月 1日
     043-285-5455  (043-252-6100) （後発調２）第1201号      平成28年 4月 1日
     （在調）第161号           平成24年 6月 1日
     （か薬）第174号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1885号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2850147231  クオール薬局桜木店 〒264-0028 （調基３）第48号          平成28年 4月 1日
     千葉市若葉区桜木３－９－２９ （後発調２）第2125号      平成29年12月 1日
     043-235-5010  (043-235-5020) （か薬）第229号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1886号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2860147249  クオール薬局稲毛駅前〒263-0031 （調基１）第154号         平成28年 4月 1日
     店 千葉市稲毛区稲毛東３－１５－８ （後発調１）第1451号      平成28年 4月 1日
     043-243-8160  (043-243-8162) （か薬）第1145号          平成29年11月 1日
     （在薬）第1887号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2870147256  クオール薬局まつなみ〒260-0044 （調基３）第43号          平成28年 4月 1日
     店 千葉市中央区松波１－４－１３ （後発調２）第1267号      平成28年 4月 1日
     043-287-6115  (043-284-7953) （在調）第631号           平成29年10月 1日
     （か薬）第206号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1888号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2880147264  クオール薬局高根町店〒265-0061 （調基１）第589号         平成28年 4月 1日
     千葉市若葉区高根町９６４－８ （後発調２）第1878号      平成29年 3月 1日
     043-228-2941  (043-228-2940) （在調）第159号           平成24年 6月 1日
     （か薬）第363号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1889号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2890147272  ヤックスドラッグ薬局〒260-0801 （調基１）第1107号        平成28年 4月 1日
     仁戸名店 千葉市中央区仁戸名町７０２－１ （調）第254号             平成28年 4月 1日
     043-261-7738  (043-261-7805) （後発調１）第2358号      平成28年 7月 1日
     （薬菌）第60号            平成24年 4月 1日
     （在調）第450号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第514号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1921号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2900147298  ヤックスドラッグ椿森〒260-0042 （調基１）第1724号        平成28年 4月 1日
     薬局２号店 千葉市中央区椿森６－２－１５ （後発調１）第2791号      平成29年 9月 1日
     043-290-5155  (043-290-5166) （在薬）第1913号          平成24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   32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  2910147306  ヤックスドラッグ磯辺〒261-0012 （調基１）第1725号        平成28年 4月 1日
     海浜薬局 千葉市美浜区磯辺３－３４－４ （か薬）第902号           平成29年 4月 1日
     043-270-7410  (043-270-7411) （在薬）第1915号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2920147322  ヤックスドラッグ亥鼻〒260-0851 （調基１）第1718号        平成28年 4月 1日
     薬局 千葉市中央区矢作町８１０ （後発調１）第2119号      平成28年 4月 1日
     043-225-1818  (043-225-1818) （か薬）第1132号          平成29年10月 1日
     （在薬）第1916号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2930147330  ヤックスドラッグ椿森〒260-0042 （調基１）第1717号        平成28年 4月 1日
     薬局 千葉市中央区椿森６－２－１６ （調）第470号             平成29年 4月 1日
     043-252-8262  (043-252-8171) （後発調１）第2120号      平成28年 4月 1日
     （在薬）第2641号          平成28年11月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2940147348  薬局ここ楽　千城台店〒264-0005 （調基１）第913号         平成28年 4月 1日
     千葉市若葉区千城台北１－２６－
     ９
     043-236-7530  (043-236-7531)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2950147355  ヤックスドラッグ土気〒267-0066 （調基１）第1716号        平成28年 4月 1日
     薬局 千葉市緑区あすみが丘４－１９－ （後発調２）第2223号      平成30年 2月 1日
     ３ （か薬）第917号           平成29年 4月 1日
     043-205-8881  (043-205-8885) （在薬）第2068号          平成25年 6月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2960147363  株式会社富士薬品　ド〒267-0066 （調基１）第1447号        平成28年 4月 1日
     ラッグセイムス　土気千葉市緑区あすみが丘１－２０－ （後発調２）第2239号      平成30年 2月 1日
     駅前薬局 ４ （か薬）第818号           平成29年 4月 1日
     043-295-1851  (043-295-1852) （在薬）第2035号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2970147371  合同会社ファミリアア〒264-0033 （調基１）第145号         平成28年 4月 1日
     シスト　都賀の台薬局千葉市若葉区都賀の台２－４－１
     ０
     043-253-7881  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2980147389  株式会社日本アポック〒261-0005 （調基１）第1140号        平成28年 4月 1日
     　薬局アポック　稲毛千葉市美浜区稲毛海岸５－３－１ （調）第564号             平成29年10月 1日
     海岸店 043-302-8008  (043-302-8009) （後発調２）第2065号      平成29年10月 1日
     （か薬）第696号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1957号          平成24年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2990147397  株式会社健誠　そが駅〒260-0842 （調基１）第916号         平成28年 4月 1日
     前薬局 千葉市中央区南町２－１５－３ （後発調１）第1812号      平成28年 4月 1日
     043-261-2121  (043-268-7426)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3000147405  マリオン薬局　西千葉〒260-0033 （調基１）第785号         平成28年 4月 1日
     店 千葉市中央区春日２－１９－１ （後発調１）第2757号      平成29年 8月 1日
     043-301-8017  (043-301-8018) （在薬）第1953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   33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  3010147421  セントラルメディカル〒260-0843 （調基１）第698号         平成28年 4月 1日
     株式会社　セントラル千葉市中央区末広１－１４－２ （在薬）第1962号          平成24年 8月 1日
     薬局　末広店 043-222-9230  (043-227-9238)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3020147439  セントラルメディカル〒260-0854 （調基２）第42号          平成28年 4月 1日
     株式会社　セントラル千葉市中央区長洲２－２１－１丸 （在薬）第1963号          平成24年 8月 1日
     薬局　本千葉店 増スカイラークハイツ１０６号
     043-222-0112  (043-227-0999)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3030147447  セントラルメディカル〒260-0042 （調基１）第385号         平成28年 4月 1日
     株式会社　セントラル千葉市中央区椿森６－７－８ （後発調１）第2602号      平成29年 2月 1日
     薬局　中央店 043-215-8181  (043-215-8182) （在薬）第1964号          平成24年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3040147454  セントラルメディカル〒260-0852 （調基１）第1467号        平成28年 4月 1日
     株式会社　セントラル千葉市中央区青葉町１２７１－１ （後発調１）第2487号      平成28年10月 1日
     薬局　千葉店 043-222-5800  (043-221-8822) （在薬）第1965号          平成24年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3050147488  有限会社清水ドラッグ〒263-0021 （調基１）第1000号        平成28年 4月 1日
     ストアー　よつば調剤千葉市稲毛区轟町１－１６－３ロ （後発調２）第1290号      平成28年 4月 1日
     薬局 ックウェル轟Ａ１０１
     043-255-9955  (043-255-9955)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3060147496  イオンリテール株式会〒263-0043 （調基１）第2114号        平成29年 4月 1日
     社　イオン薬局　稲毛千葉市稲毛区小仲台１－４－２０ （か薬）第1176号          平成29年12月 1日
     店 　１Ｆ （在薬）第2098号          平成25年 8月13日
     043-382-4508  (043-382-4456)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3070147504  ファーコス薬局　あす〒267-0067 （調基３）第101号         平成28年 4月 1日
     みが丘 千葉市緑区あすみが丘東４－１－ （後発調２）第1388号      平成28年 4月 1日
     ２ （在調）第481号           平成28年 7月 1日
     043-205-0351  (043-205-0352) （在薬）第2336号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3080147512  ウエルシア薬局　千葉〒263-0043 （調基１）第616号         平成28年 4月 1日
     小仲台店 千葉市稲毛区小仲台７－２０－７ （後発調２）第2158号      平成30年 1月 1日
     043-207-5252  (043-207-5253) （在薬）第2304号          平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3090147538  調剤薬局マツモトキヨ〒261-0004 （調基１）第981号         平成28年 4月 1日
     シ　高洲１丁目店 千葉市美浜区高洲１－１６－７３ （後発調２）第2136号      平成29年12月 1日
     043-204-5115  (043-204-5115) （在薬）第2052号          平成25年 4月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3100147546  薬局タカサ　青葉の森〒260-0852 （調基１）第1123号        平成28年 4月 1日
     店 千葉市中央区青葉町１２７３－３ （後発調２）第1808号      平成29年 1月 1日
     043-216-5362  (043-216-5367) （薬菌）第91号            平成26年 7月 1日
     （在調）第223号           平成26年 3月 1日
     （在薬）第2014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   34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  3110147553  株式会社ハタファーマ〒260-0844 （調基１）第47号          平成28年 4月 1日
     シー道山調剤薬局 千葉市中央区千葉寺町１８２ （後発調２）第1165号      平成28年 4月 1日
     043-266-2006  (043-266-2006) （か薬）第972号           平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3120147579  調剤薬局マツモトキヨ〒260-0015 （調基１）第979号         平成28年 4月 1日
     シ　富士見２丁目店 千葉市中央区富士見２－５－１５ （調）第588号             平成30年 1月 1日
     塚本千葉第３ビル６階 （後発調２）第1740号      平成28年11月 1日
     043-202-2260  (043-202-2260) （在調）第513号           平成28年10月 1日
     （か薬）第1223号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第2054号          平成25年 4月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3130147587  ヤックスドラッグ千種〒262-0012 （調基１）第1715号        平成28年 4月 1日
     薬局 千葉市花見川区千種町２４９ （後発調１）第2355号      平成28年 7月 1日
     043-301-6702  (043-301-6703) （か薬）第905号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3140147611  ウエルシア薬局千葉宮〒262-0015 （調基１）第632号         平成28年 4月 1日
     野木台店 千葉市花見川区宮野木台３－１－ （後発調２）第2193号      平成30年 2月 1日
     １ （在薬）第2314号          平成26年10月 8日
     043-207-6071  (043-207-6072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3150147629  すみれ薬局東千葉店 〒260-0041 （調基１）第475号         平成28年 4月 1日
     千葉市中央区東千葉１－１３－８ （後発調１）第1587号      平成28年 4月 1日
     伸恵ビル１Ｆ （在薬）第2083号          平成25年 8月 1日
     043-301-6501  (043-301-6511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3160147637  ウエルシア薬局千葉都〒264-0025 （調基１）第623号         平成28年 4月 1日
     賀店 千葉市若葉区都賀３－２１－１ （後発調１）第1640号      平成28年 4月 1日
     043-214-1101  (043-214-1102) （在薬）第2308号          平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3170147645  野ばら薬局 〒262-0006 （調基１）第401号         平成28年 4月 1日
     千葉市花見川区横戸台１５－４ （後発調２）第1198号      平成28年 4月 1日
     043-215-2861  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3180147652  イオン薬局幕張新都心〒261-0024 （調基２）第119号         平成29年 4月 1日
     店 千葉市美浜区豊砂１－１３ （後発調２）第2231号      平成30年 2月 1日
     043-351-8180  (043-351-8182) （か薬）第1177号          平成29年12月 1日
     （在薬）第2144号          平成25年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3190147660  オハナ薬局 〒262-0043 （調基１）第164号         平成28年 4月 1日
     千葉市花見川区天戸町１４６７－ （後発調１）第1394号      平成28年 4月 1日
     ７－１０１
     043-301-5802  (043-301-5803)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

  3200147678  薬局タカサ　おゆみの〒266-0033 （調基１）第1126号        平成28年 4月 1日
     中央病院前店 千葉市緑区おゆみ野南６－４９－ （調）第458号             平成29年 4月 1日
     ６ （後発調２）第1836号      平成29年 2月 1日
     043-300-2015  (043-300-2016) （薬菌）第92号            平成26年 7月 1日
     （在調）第344号           平成27年 4月 1日
     （か薬）第773号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2170号          平成26年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3210147686  薬局タカサ　千葉大病〒260-0851 （調基３）第80号          平成28年 4月 1日
     院前店 千葉市中央区矢作町８０５－１３ （後発調２）第1334号      平成28年 4月 1日
     043-224-3531  (043-224-3532) （薬菌）第93号            平成26年 7月 1日
     （在調）第560号           平成29年 1月 1日
     （在薬）第2171号          平成26年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3220147694  松ヶ丘薬局 〒260-0807 （調基１）第744号         平成28年 4月 1日
     千葉市中央区松ケ丘町４４４ （後発調１）第1705号      平成28年 4月 1日
     043-263-8635  (043-263-8655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3230147702  新宿薬局 〒260-0021 （調基１）第706号         平成28年 4月 1日
     千葉市中央区新宿２－３－１８ （後発調１）第2795号      平成29年 9月 1日
     043-204-5031  (043-204-5031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3240147710  オレンジ薬局 〒263-0031 （調基１）第1277号        平成28年 4月 1日
     千葉市稲毛区稲毛東４－３－１ （後発調２）第1312号      平成28年 4月 1日
     043-246-8146  (043-246-8158) （在薬）第2203号          平成26年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3250147728  ヤックス作草部薬局 〒263-0015 （調基１）第1714号        平成28年 4月 1日
     千葉市稲毛区作草部１－１０－２ （後発調１）第2764号      平成29年 8月 1日
     043-207-6003  (043-207-6005) （在薬）第2204号          平成26年 3月 3日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3260147736  アイランド薬局千葉み〒260-0024 （調基１）第1688号        平成28年 4月 1日
     なと店 千葉市中央区中央港１－２２－３ （後発調２）第1638号      平成28年 8月 1日
     －１Ｆ
     043-203-0205  (043-203-0206)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3270147744  調剤薬局ツルハドラッ〒260-0842 （調基１）第86号          平成28年 4月 1日
     グ蘇我駅前店 千葉市中央区南町２－１５－１９ （後発調２）第1699号      平成28年10月 1日
     043-305-1268  (043-305-1268) （在薬）第2186号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3280147769  薬局くすりの福太郎　〒261-0013 （調基１）第1342号        平成28年 4月 1日
     幕張ベイタウン店 千葉市美浜区打瀬１－１１－１幕 （後発調１）第2617号      平成29年 2月 1日
     張ベイタウン　アムゼ１階 （在薬）第2784号          平成29年 9月11日
     043-213-2129  (043-213-1629)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

  3290147785  みずき薬局　星久喜店〒260-0808 （調基１）第1859号        平成28年 4月 1日
     千葉市中央区星久喜町６０６－２ （調）第362号             平成28年 7月 1日
     ６ （後発調２）第1450号      平成28年 4月 1日
     043-309-6080  (043-309-6087) （在調）第319号           平成26年12月 1日
     （か薬）第730号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第2287号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3300147793  田中薬局　都賀店 〒264-0026 （調基１）第230号         平成28年 4月 1日
     千葉市若葉区西都賀３－９－７Ｂ （後発調２）第1816号      平成29年 1月 1日
     Ｓ若葉ビル１階
     043-306-6787  (043-306-6787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3310147827  ウエルシア薬局千葉お〒266-0031 （調基１）第643号         平成28年 4月 1日
     ゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野３－１ （後発調２）第2114号      平成29年12月 1日
     043-300-3025  (043-300-3026) （在薬）第2268号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3320147835  みどり薬局　桜木店 〒264-0028 （調基１）第498号         平成28年 4月 1日
     千葉市若葉区桜木８－７－１ （在薬）第2280号          平成26年10月 1日
     043-497-5473  (043-497-5474)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3330147843  ホワイト薬局 〒260-0013 （調基１）第1395号        平成28年 4月 1日
     千葉市中央区中央３－１８－３千 （後発調２）第1532号      平成28年 6月 1日
     葉中央ビル１Ｆ
     043-227-5996  (043-227-5996)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3340147850  セブン薬局　ＣＵ店 〒260-0851 （調基１）第697号         平成28年 4月 1日
     千葉市中央区矢作町７９８－１ （後発調１）第2485号      平成28年10月 1日
     043-223-7700  (043-223-7080) （在薬）第2357号          平成27年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3350147868  薬局タカサ　幸町店 〒261-0001 （調基３）第81号          平成28年 4月 1日
     千葉市美浜区幸町２－７－７ （後発調１）第2377号      平成28年 8月 1日
     043-246-6012  (043-246-6013) （薬菌）第109号           平成27年 1月 1日
     （在調）第406号           平成27年12月 1日
     （在薬）第2317号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3360147876  園生薬局 〒263-0051 （調基３）第113号         平成28年 4月 1日
     千葉市稲毛区園生町１１１１－１ （後発調２）第1577号      平成28年 7月 1日
     プチモンド稲毛１－Ｄ （か薬）第33号            平成28年 4月 1日
     043-255-7791  (043-255-7691) （在薬）第2327号          平成26年11月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3370147884  ヤックスケアタウン千〒264-0004 （調基１）第2275号        平成30年 1月 1日
     城台薬局 千葉市若葉区千城台西２－１－３ （調）第585号             平成30年 1月 1日
     043-312-0541  (043-312-0542) （薬菌）第105号           平成26年12月 1日
     （か薬）第911号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2325号          平成26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   37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  3380147892  さくら薬局　東千葉店〒260-0018 （調基１）第342号         平成28年 4月 1日
     千葉市中央区院内１－８－１２Ｌ （調）第173号             平成28年 4月 1日
     ＡＰＵＴＡ　１階 （後発調２）第1920号      平成29年 4月 1日
     043-222-5434  (043-226-1981) （在調）第429号           平成28年 3月 1日
     （か薬）第365号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2333号          平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3390147918  星野薬局 〒260-0824 （調基１）第1211号        平成28年 4月 1日
     千葉市中央区浜野町１１１３－１ （後発調１）第1909号      平成28年 4月 1日
     043-261-4059  (043-261-4059) （在薬）第2334号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3400147926  サンメディカル千城台〒264-0005 （調基１）第248号         平成28年 4月 1日
     薬局 千葉市若葉区千城台北１－１－１ （後発調２）第1128号      平成28年 4月 1日
     ３ （在薬）第2503号          平成28年 4月 1日
     043-308-5310  (043-308-5362)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3410147942  イオン薬局鎌取店 〒266-0031 （調基１）第2115号        平成29年 4月 1日
     千葉市緑区おゆみ野３－１６－１ （後発調１）第1948号      平成28年 4月 1日
     043-226-9209  (043-291-9486) （か薬）第1207号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第2369号          平成27年 4月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3420147959  友愛薬局　千葉中央店〒260-0002 （調基３）第116号         平成28年 4月 1日
     千葉市中央区旭町１８－４メゾン （後発調１）第2260号      平成28年 6月 1日
     ・ド・ＡＳＡＨＩ－１０１・１０ （在薬）第2373号          平成27年 5月 1日
     ２
     043-306-2800  (043-306-2038)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3430147983  薬局マツモトキヨシ　〒264-0005 （調基１）第985号         平成28年 4月 1日
     ラパーク千城台店 千葉市若葉区千城台北３－２１－ （後発調２）第2281号      平成30年 3月 1日
     １ （か薬）第1072号          平成29年 7月 1日
     043-236-5210  (043-236-5361) （在薬）第2392号          平成27年 7月23日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3440147991  クリエイト薬局千葉千〒264-0002 （調基１）第1757号        平成28年 4月 1日
     城台店 千葉市若葉区千城台東３－１－１ （後発調２）第2238号      平成30年 2月 1日
     043-236-6411  (043-236-6412) （在薬）第2394号          平成27年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3450148007  さくら薬局　宮野木店〒262-0015 （調基１）第338号         平成28年 4月 1日
     千葉市花見川区宮野木台２－５－ （後発調２）第1566号      平成28年 7月 1日
     ３３ミキ医療モール１階 （在調）第425号           平成28年 2月 1日
     043-205-4639  (043-205-4640) （か薬）第1134号          平成29年10月 1日
     （在薬）第2400号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3460148015  さくら薬局　花園店 〒262-0025 （調基１）第339号         平成28年 4月 1日
     千葉市花見川区花園１－９－１９ （在調）第569号           平成29年 2月 1日
     043-351-0369  (043-351-0370) （か薬）第607号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2401号          平成27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   38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  3470148023  第一薬局　幕張店 〒262-0033 （調基１）第1552号        平成28年 4月 1日
     千葉市花見川区幕張本郷１－１５ （調）第474号             平成29年 4月 1日
     －１ （後発調２）第1559号      平成28年 7月 1日
     043-239-6131  (043-239-6132) （在調）第421号           平成28年 1月 1日
     （か薬）第15号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第2396号          平成27年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3480148031  ひまわり薬局　登戸店〒260-0032 （調基１）第318号         平成28年 4月 1日
     千葉市中央区登戸３－１１－９ノ （後発調２）第1169号      平成28年 4月 1日
     ブトＫＣビル１Ｆ （か薬）第990号           平成29年 5月 1日
     043-215-7175  (043-215-7176)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3490148056  ミヤモト薬局 〒262-0025 （調基１）第540号         平成28年 4月 1日
     千葉市花見川区花園１－２０－１ （後発調２）第1544号      平成28年 7月 1日
     ０
     043-274-1711  (043-274-1711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3500148064  南山堂薬局稲毛海岸店〒261-0004 （調基１）第569号         平成28年 4月 1日
     千葉市美浜区高洲３－１５ （調）第442号             平成29年 2月 1日
     043-270-5350  (043-270-5351) （後発調２）第1298号      平成28年 4月 1日
     （在調）第646号           平成29年12月 1日
     （か薬）第825号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2411号          平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3510148072  アイワ薬局　小倉台店〒264-0006 （調基１）第1730号        平成28年 4月 1日
     千葉市若葉区小倉台６－９－１－ （後発調２）第1432号      平成28年 4月 1日
     ２号 （か薬）第1125号          平成29年10月 1日
     043-214-8801  (043-214-8802) （在薬）第2432号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3520148080  スギ薬局　千葉美浜店〒261-0002 （調基１）第1763号        平成28年 4月 1日
     千葉市美浜区新港３２－１１ロピ （後発調１）第2721号      平成29年 7月 1日
     ア美浜ニューポート店内 （後発調２）第1909号      平成29年 4月 1日
     043-301-6322  (043-301-6323) （在薬）第2434号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3530148098  ヤックスドラッグ大宮〒264-0015 （調基１）第1713号        平成28年 4月 1日
     台薬局 千葉市若葉区大宮台７－３２０８ （後発調１）第2689号      平成29年 5月 1日
     －６ （か薬）第1133号          平成29年10月 1日
     043-312-8605  (043-312-8606)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3540148106  きらり薬局　鎌取店 〒266-0031 （調基１）第1138号        平成28年 4月 1日
     千葉市緑区おゆみ野４－２－７ （調）第41号              平成28年 4月 1日
     043-309-7718  (043-309-7719) （後発調２）第1325号      平成28年 4月 1日
     （在調）第400号           平成27年11月 1日
     （か薬）第105号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2445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   39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  3550148114  アイン薬局　千葉仁戸〒260-0801 （調基１）第729号         平成28年 4月 1日
     名店 千葉市中央区仁戸名町６８１ （調）第432号             平成28年12月 1日
     043-209-1910  (043-209-1915) （後発調２）第1705号      平成28年10月 1日
     （在調）第401号           平成27年11月 1日
     （か薬）第649号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2450号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3560148122  薬局タカサ稲毛病院前〒263-0043 （調基１）第1878号        平成28年 4月 1日
     店 千葉市稲毛区小仲台６－２２－１ （調）第457号             平成29年 4月 1日
     043-255-1200  (043-255-1201) （後発調２）第1329号      平成28年 4月 1日
     （薬菌）第143号           平成28年 5月 1日
     （在調）第566号           平成29年 2月 1日
     （か薬）第959号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2473号          平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3570148148  新検見川すばる薬局 〒262-0025 （調基１）第833号         平成28年 4月 1日
     千葉市花見川区花園１－８－１０ （後発調２）第1282号      平成28年 4月 1日
     043-276-1040  （か薬）第1152号          平成29年11月 1日
     （在薬）第2479号          平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3580148155  ドラッグセイムス　千〒264-0028 （調基１）第1452号        平成28年 4月 1日
     葉桜木薬局 千葉市若葉区桜木５－９－１６ （後発調２）第2135号      平成29年12月 1日
     043-214-3731  (043-214-3732) （か薬）第1154号          平成29年11月 1日
     （在薬）第2702号          平成29年 4月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3590148163  しらうめ薬局 〒260-0804 （調基１）第38号          平成28年 4月 1日
     千葉市中央区赤井町９１８－３２
     043-312-8685  (043-312-8687)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3600148171  サンテ薬局　千葉北店〒263-0001 （調基１）第1655号        平成28年 4月 1日
     千葉市稲毛区長沼原町７８２－１ （後発調２）第1578号      平成28年 7月 1日
     043-304-5557  (043-304-5558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3610148189  ゆり薬局　都賀店 〒264-0025 （調基１）第1960号        平成28年 5月 1日
     千葉市若葉区都賀２－１１－８ （後発調２）第1864号      平成29年 3月 1日
     043-308-3539  (043-308-3539) （在調）第462号           平成28年 5月 1日
     （か薬）第940号           平成29年 3月 1日
     （在薬）第2517号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3620148197  みなみ薬局 〒264-0003 （調基１）第1984号        平成28年 5月 3日
     千葉市若葉区千城台南３－１－５ （調）第348号             平成28年 7月 1日
     043-226-6501  (043-236-1181) （後発調１）第2199号      平成28年 5月 3日
     （薬菌）第152号           平成29年 3月 1日
     （在調）第515号           平成28年10月 1日
     （か薬）第704号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第2579号          平成28年 9月 6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   40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  3630148205  ハート調剤薬局　西千〒261-0001 （調基１）第1986号        平成28年 6月 1日
     葉店 千葉市美浜区幸町２－１２－１ （後発調２）第2059号      平成29年10月 1日
     043-204-7714  (043-204-7715) （在薬）第2530号          平成28年 6月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3640148213  おゆみ野センター薬局〒266-0032 （調基１）第2006号        平成28年 8月 1日
     千葉市緑区おゆみ野中央７－３４ （後発調１）第2758号      平成29年 8月 1日
     －４ （在薬）第2550号          平成28年 8月 1日
     043-312-3857  (043-312-3858)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3650148221  本郷薬局 〒262-0033 （調基１）第2015号        平成28年 9月 1日
     千葉市花見川区幕張本郷２－３６ （後発調２）第1687号      平成28年 9月 1日
     －２１－１Ｂ
     043-272-7440  (043-272-7441)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3660148239  ミカミ薬局小倉台店 〒264-0006 （調基１）第2025号        平成28年 9月 1日
     千葉市若葉区小倉台４－１９－１
     043-234-3151  (043-234-3088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3670148247  みつわ台薬局 〒264-0032 （調基１）第2017号        平成28年10月 1日
     千葉市若葉区みつわ台２－３８－ （後発調２）第1817号      平成29年 1月 1日
     ９
     043-207-5311  (043-207-5312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3680148254  アイセイ薬局　稲毛店〒263-0043 （調基１）第2057号        平成28年10月 1日
     千葉市稲毛区小仲台２－６－５ （調）第416号             平成28年10月 1日
     043-207-6595  (043-207-6596) （後発調２）第1755号      平成28年10月 1日
     （在調）第542号           平成28年10月 1日
     （か薬）第850号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2622号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3690148262  アイセイ薬局　稲毛海〒261-0004 （調基１）第2058号        平成28年10月 1日
     岸店 千葉市美浜区高洲３－２２－２ （調）第532号             平成29年 7月 1日
     043-270-5656  (043-270-5657) （後発調１）第2542号      平成28年10月 1日
     （在調）第543号           平成28年10月 1日
     （か薬）第851号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2623号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3700148270  アイセイ薬局　千城台〒264-0004 （調基３）第170号         平成28年10月 1日
     店 千葉市若葉区千城台西１－３７－ （後発調２）第1756号      平成28年10月 1日
     ８ （か薬）第978号           平成29年 5月 1日
     043-236-6181  (043-236-6182) （在薬）第2624号          平成28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   41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  3710148288  アイセイ薬局　幕張店〒262-0032 （調基１）第2059号        平成28年10月 1日
     千葉市花見川区幕張町５－４１７ （調）第418号             平成28年10月 1日
     －２４３ （後発調１）第2543号      平成28年10月 1日
     043-298-1830  (043-298-1831) （在調）第544号           平成28年10月 1日
     （か薬）第853号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2625号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3720148296  ファーマみらい　あや〒260-0022 （調基１）第2034号        平成28年10月 1日
     め薬局 千葉市中央区神明町２－２ （後発調２）第2182号      平成30年 1月 1日
     043-239-9480  (043-239-9481) （か薬）第1090号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第2606号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3730148304  フローラ薬局　海浜幕〒261-0021 （調基１）第2038号        平成28年10月 1日
     張店 千葉市美浜区ひび野１－７－１ （調）第501号             平成29年 5月 1日
     043-351-8101  (043-351-8102) （後発調１）第2536号      平成28年10月 1日
     （在調）第594号           平成29年 7月 1日
     （か薬）第998号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第2611号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3740148312  ウエルシア薬局千葉武〒262-0031 （調基１）第2028号        平成28年11月 1日
     石店 千葉市花見川区武石町２－６１６ （後発調１）第2629号      平成29年 3月 1日
     043-350-3410  (043-350-3411) （在薬）第2605号          平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3750148320  共同薬局 〒262-0032 （調基２）第116号         平成28年10月 1日
     千葉市花見川区幕張町５－３９９ （後発調２）第1746号      平成28年10月 1日
     －２ （在調）第528号           平成28年10月 1日
     043-274-2800  (043-275-1900) （か薬）第839号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2595号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3760148338  てんだい薬局 〒263-0016 （調基１）第2070号        平成28年10月 1日
     千葉市稲毛区天台１－２０－８ （調）第428号             平成28年10月 1日
     043-251-1102  (043-251-1516) （後発調２）第1769号      平成28年10月 1日
     （在調）第555号           平成28年10月 1日
     （か薬）第869号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2596号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3770148346  ふれあい薬局 〒260-0841 （調基１）第2045号        平成28年10月 1日
     千葉市中央区白旗２－１４－３ （調）第408号             平成28年10月 1日
     043-266-0081  (043-266-0083) （後発調２）第1748号      平成28年10月 1日
     （在調）第530号           平成28年10月 1日
     （か薬）第835号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2597号          平成28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   42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  3780148353  はなぞの薬局 〒262-0025 （調基１）第2044号        平成28年10月 1日
     千葉市花見川区花園２－８－２０ （調）第407号             平成28年12月 1日
     043-274-8411  (043-273-7366) （後発調２）第1747号      平成28年10月 1日
     （在調）第529号           平成28年10月 1日
     （か薬）第834号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2598号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3790148361  いなげ共同薬局 〒261-0005 （調基１）第2068号        平成28年10月 1日
     千葉市美浜区稲毛海岸４－１１－ （後発調２）第1767号      平成28年10月 1日
     ４－Ａ （在調）第553号           平成28年10月 1日
     043-301-0070  (043-301-0072) （在薬）第2599号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3800148379  クリエイト薬局千葉み〒264-0032 （調基１）第2072号        平成28年12月 1日
     つわ台店 千葉市若葉区みつわ台２－３５－ （後発調２）第1880号      平成29年 3月 1日
     １ （在薬）第2651号          平成28年12月 1日
     043-207-5515  (043-207-5516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3810148387  フクシ蘇我薬局 〒260-0842 （調基１）第2090号        平成29年 1月 1日
     千葉市中央区南町２－１６－５ （か薬）第938号           平成29年 4月 1日
     043-305-1155  (043-305-1156) （在薬）第2662号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3820148395  ヒロ薬局　小仲台店 〒263-0043 （調基１）第2100号        平成29年 3月 1日
     千葉市稲毛区小仲台２－１０－１ （後発調２）第2021号      平成29年 8月 1日
     ４シノハラビル１０１ （在調）第666号           平成30年 3月 1日
     043-301-6717  (043-301-6718) （か薬）第1149号          平成29年11月 1日
     （在薬）第2676号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3830148403  アイセイ薬局　千葉み〒260-0024 （調基３）第190号         平成29年 8月 1日
     なと店 千葉市中央区中央港１－２９－４ （後発調２）第1973号      平成29年 6月 1日
     043-242-2730  (043-244-2376) （か薬）第1114号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第2680号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3840148411  ファミリーマート＋フ〒261-0011 （調基３）第186号         平成29年 3月 1日
     ァーマライズ薬局　美千葉市美浜区真砂１－２－３ （後発調２）第2176号      平成30年 1月 1日
     浜店 043-278-1001  (043-278-1001) （在調）第585号           平成29年 3月 1日
     （か薬）第973号           平成29年 3月 1日
     （在薬）第2695号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3850148429  クオール薬局　いのは〒260-0856 （調基３）第191号         平成29年 9月 1日
     なテラス店 千葉市中央区亥鼻１－８－１千葉 （後発調２）第1983号      平成29年 7月 1日
     大学医学部附属病院いのはなテラ （か薬）第1126号          平成29年10月 1日
     ス１階 （在薬）第2691号          平成29年 4月 1日
     043-306-7170  (043-306-7173)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3860148437  とまと薬局　千葉中央〒260-0856 （調基２）第125号         平成29年 9月 1日
     店 千葉市中央区亥鼻１－８－１ （後発調２）第1985号      平成29年 7月 1日
     043-225-8331  (043-225-8332) （在薬）第2687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

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)

  3870148445  新興薬局　検見川浜店〒261-0011 （調基１）第2153号        平成29年 3月19日
     千葉市美浜区真砂４－２－５セザ （在薬）第2692号          平成29年 3月19日
     ール検見川浜１Ｆ
     043-277-8585  (043-277-7744)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3880148452  薬局くすりの福太郎　〒260-0042 （調基３）第192号         平成29年10月 1日
     椿森店 千葉市中央区椿森４－３－３エク （後発調２）第2096号      平成29年11月 1日
     セル８　１０１号室 （在薬）第2706号          平成29年 5月 1日
     043-207-8829  (043-207-8829)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3890148460  シモン薬局 〒260-0835 （調基３）第194号         平成29年10月 1日
     千葉市中央区川崎町５２－７アリ
     オ蘇我２Ｆ
     043-312-5502  (043-312-5508)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3900148478  アイン薬局　ペリエ千〒260-0031 （調基１）第2174号        平成29年 6月 1日
     葉エキナカ店 千葉市中央区新千葉１－１－１ペ （後発調２）第2040号      平成29年 9月 1日
     リエ千葉エキナカ４階 （在調）第669号           平成30年 3月 1日
     043-307-8722  (043-307-8723) （か薬）第1168号          平成29年12月 1日
     （在薬）第2716号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3910148486  ヤックスドラッグ千葉〒263-0002 （調基１）第2179号        平成29年 6月 1日
     山王薬局 千葉市稲毛区山王町４８－２ （後発調１）第2792号      平成29年 9月 1日
     043-312-8813  (043-312-8843)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3920148494  きらり薬局　若松町店〒264-0021 （調基１）第2180号        平成29年 6月 1日
     千葉市若葉区若松町５４５－９ （後発調２）第2043号      平成29年 9月 1日
     043-309-7446  (043-309-7449) （在調）第593号           平成29年 7月 1日
     （か薬）第1251号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第2721号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3930148502  サンドラッグ若松薬局〒264-0021 （調基１）第2202号        平成29年 8月 1日
     千葉市若葉区若松町５０２－７０ （後発調２）第2124号      平成29年12月 1日
     043-420-2655  (043-420-2655) （在薬）第2743号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3940148510  フルヤマ薬局　千葉駅〒260-0015 （調基１）第2208号        平成29年 8月 1日
     前ビル店 千葉市中央区富士見１－１－１千
     葉駅前ビル９Ｆ
     043-227-5883  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3950148528  マリン薬局 〒261-0012 （調基１）第2198号        平成29年 7月 1日
     千葉市美浜区磯辺４－１５－３ （調）第542号             平成29年 7月 1日
     043-270-7001  (043-270-7011) （後発調１）第2755号      平成29年 7月 1日
     （か薬）第1092号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第2740号          平成29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   44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  3960148536  パンダ薬局　千葉店 〒260-0031 （調基１）第2223号        平成29年10月 1日
     千葉市中央区新千葉１－１－１６ （後発調２）第2172号      平成30年 1月 1日
     Ｆ （在薬）第2788号          平成29年 9月27日
     043-441-8490  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3970148544  ウエルシア薬局千葉長〒263-0005 （調基１）第2214号        平成29年 9月 1日
     沼店 千葉市稲毛区長沼町１４６－１ （後発調２）第2163号      平成30年 1月 1日
     043-215-3688  (043-215-3689) （在薬）第2751号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3980148551  ウエルシア薬局花見川〒262-0045 （調基１）第2218号        平成29年 9月 1日
     作新台店 千葉市花見川区作新台２－１－３ （後発調２）第2164号      平成30年 1月 1日
     043-215-6037  (043-215-6038) （在薬）第2756号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3990148569  ウエルシア薬局千葉園〒263-0051 （調基１）第2233号        平成29年 9月11日
     生店 千葉市稲毛区園生町８８０－１ （在薬）第2795号          平成29年 9月11日
     043-207-5858  (043-207-5859)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4000148577  イオン薬局イオンスタ〒261-0011 （調基１）第2251号        平成29年11月 1日
     イル検見川浜 千葉市美浜区真砂４－２－６ （後発調２）第2234号      平成30年 2月 1日
     043-270-5650  (043-270-5653) （在薬）第2811号          平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4010148585  アリ薬局　小倉台店 〒264-0007 （調基３）第198号         平成29年10月 1日
     千葉市若葉区小倉町８６９－１ （後発調２）第2085号      平成29年10月 1日
     043-234-7485  (043-234-7486) （在調）第641号           平成29年11月 1日
     （在薬）第2806号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4020148593  アリ薬局　本店 〒264-0007 （調基３）第197号         平成29年10月 1日
     千葉市若葉区小倉町８５８－３ （後発調２）第2084号      平成29年10月 1日
     043-237-7442  (043-237-3393) （在薬）第2805号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4030148601  あさがお薬局千葉中央〒260-0028 （調基３）第195号         平成29年10月 1日
     店 千葉市中央区新町１－８ （後発調１）第2845号      平成29年10月 1日
     043-204-9751  (043-204-9878) （か薬）第1153号          平成29年10月 1日
     （在薬）第2802号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4040148619  クリエイト薬局千葉御〒265-0077 （調基１）第2248号        平成29年11月 1日
     成台店 千葉市若葉区御成台３－１１６８ （後発調１）第2924号      平成30年 2月 1日
     －２２ （在薬）第2809号          平成29年11月 1日
     043-236-0037  (043-236-0038)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4050148627  日向薬局 〒260-0854 （調基１）第2257号        平成29年11月 1日
     千葉市中央区長洲１－２３－１エ （後発調１）第2875号      平成29年11月 1日
     スカイア本千葉第２ビル１０２号
     043-225-1518  (043-225-3628)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

  4060148635  薬局マツモトキヨシ　〒260-0015 （調基１）第2282号        平成30年 1月 1日
     千葉富士見店 千葉市中央区富士見２－５－１５ （在薬）第2849号          平成30年 1月25日
     043-222-5081  (043-222-5081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4070148643  ＭＡＭ薬局 〒260-0045 （調基１）第2298号        平成30年 3月 1日
     千葉市中央区弁天１－３３－３ （在薬）第2860号          平成30年 3月 1日
     043-311-0711  (043-311-0710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4080148650  日本調剤　ベイタウン〒261-0013 （調基１）第2302号        平成30年 3月 1日
     薬局 千葉市美浜区打瀬３－４パティオ （後発調１）第2949号      平成30年 3月 1日
     ス２０番街 （在薬）第2863号          平成30年 3月 1日
     043-274-0826  (043-274-0839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4090148668  ココ薬局　千葉中央店〒260-0044
     千葉市中央区松波１－１８－１３
     ロッキー松波Ｂ１０２
     043-441-5489  (043-441-5396)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4100200105  ハニー薬局 〒275-0015 （調基１）第920号         平成28年 4月 1日
     習志野市鷺沼台１‐８‐１３
     0474-73-4659  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4110200121  櫛方薬局 〒275-0014 （調基１）第1752号        平成28年 4月 1日
     習志野市鷺沼１－６－８ （後発調１）第2083号      平成28年 4月 1日
     047-454-0632  (047-454-0632) （か薬）第1042号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第514号           平成12年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4120200188  竹内薬局 〒275-0017 （調基１）第1507号        平成28年 4月 1日
     習志野市藤崎２‐１９‐１１
     047-472-5357  (047-472-5357)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4130210039  株式会社　美角薬局　〒275-0016 （調基１）第319号         平成28年 4月 1日
     株式会社　美角薬局 習志野市津田沼５－１０－３ （後発調２）第1995号      平成29年 8月 1日
     047-451-1331  (047-451-1332) （か薬）第1号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第413号           平成11年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4140240077  オオクボ薬局 〒275-0011 （調基１）第559号         平成28年 4月 1日
     習志野市大久保１‐２６‐１８ （後発調２）第1228号      平成28年 4月 1日
     0474-75-0006  (0474-71-4117) （在薬）第361号           平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4150240127  長生薬局 〒275-0016 （調基１）第713号         平成28年 4月 1日
     習志野市津田沼７－１６－２０ （後発調２）第1243号      平成28年 4月 1日
     047-451-5355  (047-451-5355) （在薬）第51号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4160240200  チェリーマート薬局 〒275-0001 （調基１）第1854号        平成28年 4月 1日
     習志野市東習志野６‐１７‐４ （在薬）第1141号          平成18年 4月 1日
     0474-76-6101  



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)

  4170240283  三代川薬局 〒275-0021 （調基１）第61号          平成28年 4月 1日
     習志野市袖ケ浦１－１８－１１ （後発調１）第2772号      平成29年 9月 1日
     047-454-1033  (047-452-9822) （在薬）第359号           平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4180240325  有限会社コニシ　東習〒275-0001 （調基１）第1905号        平成28年 4月 1日
     志野薬局 習志野市東習志野５－１１－３ （後発調２）第1459号      平成28年 4月 1日
     047-475-0205  (047-475-0205) （在薬）第344号           平成11年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4190240358  有限会社大武薬局 〒275-0021 （調基１）第63号          平成28年 4月 1日
     習志野市袖ケ浦５－７－６ （調）第63号              平成28年 4月 1日
     0474-52-7985  （後発調２）第1131号      平成28年 4月 1日
     （在調）第10号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第553号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第766号           平成15年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4200240531  谷津薬局 〒275-0026 （調基１）第1797号        平成28年 4月 1日
     習志野市谷津１－１０－１０ （調）第83号              平成28年 4月 1日
     047-471-2828  (047-471-0988) （後発調２）第1209号      平成28年 4月 1日
     （在調）第291号           平成26年 8月 1日
     （か薬）第277号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第305号           平成11年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4210240564  フラワー薬局 〒275-0011 （調基１）第1017号        平成28年 4月 1日
     習志野市大久保３－２－１１ （調）第275号             平成28年 4月 1日
     047-471-0015  (047-471-0035) （後発調１）第1820号      平成28年 4月 1日
     （薬菌）第34号            平成12年 5月 1日
     （在調）第94号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第569号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第260号           平成11年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4220240580  あけぼの薬局　習志野〒275-0021 （調基１）第1319号        平成28年 4月 1日
     店 習志野市袖ケ浦４－１７－２ （調）第479号             平成29年 4月 1日
     047-455-0271  (047-455-0272) （後発調２）第1810号      平成29年 1月 1日
     （在調）第624号           平成29年10月 1日
     （か薬）第152号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1024号          平成17年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4230240614  日本調剤株式会社　日〒275-0026 （調基１）第1398号        平成28年 4月 1日
     本調剤　谷津薬局 習志野市谷津４－６－１９ （調）第142号             平成28年 4月 1日
     047-408-3901  (047-408-3904) （後発調２）第2122号      平成29年12月 1日
     （在調）第139号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第330号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第551号           平成12年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4240240648  有限会社エスケイファ〒275-0002 （調基１）第1614号        平成28年 4月 1日
     ーマシー　かずさ薬局習志野市実籾５－１－７ （在薬）第770号           平成15年 5月 1日
     047-474-4193  (047-474-4193)



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)

  4250240671  みどり調剤薬局　病院〒275-0011 （調基２）第101号         平成28年 4月 1日
     前店 習志野市大久保３－２－９ （後発調１）第1890号      平成28年 4月 1日
     047-471-2031  (047-471-2173) （在調）第309号           平成26年11月 1日
     （か薬）第109号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第685号           平成14年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4260240713  有限会社　レインフィ〒275-0026 （調基１）第1482号        平成28年 4月 1日
     ールド企画　桃太郎薬習志野市谷津４－６－２６ （調）第125号             平成28年 4月 1日
     局　谷津店 047-408-4193  （後発調１）第2413号      平成28年 8月 1日
     （か薬）第90号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第949号           平成17年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4270240721  有限会社　マキノ薬局〒275-0002 （調基１）第444号         平成28年 4月 1日
     　マキノ薬局　みもみ習志野市実籾２－１９－３４ （後発調１）第1544号      平成28年 4月 1日
     店 047-470-5680  (047-470-5681) （在薬）第1144号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4280240747  あけぼの薬局　香澄店〒275-0022 （調基１）第1320号        平成28年 4月 1日
     習志野市香澄２－１０－２５ （調）第318号             平成28年 6月 1日
     047-408-3650  (047-452-7572) （後発調２）第1780号      平成28年12月 1日
     （在調）第626号           平成29年10月 1日
     （か薬）第426号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1026号          平成17年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4290240788  あおば薬局 〒275-0002 （調基１）第221号         平成28年 4月 1日
     習志野市実籾４－６－４
     047-475-1261  (047-475-1262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4300240796  プラザ薬局習志野 〒275-0011 （調基１）第1494号        平成28年 4月 1日
     習志野市大久保３－２－１０ （調）第483号             平成29年 5月 1日
     047-472-3136  (047-472-3137) （後発調１）第2826号      平成29年10月 1日
     （か薬）第979号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第1184号          平成18年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4310240838  つぐみ薬局 〒275-0026 （調基２）第32号          平成28年 4月 1日
     習志野市谷津１－１４－２ （後発調２）第1230号      平成28年 4月 1日
     047-470-8280  (047-470-8281) （か薬）第1058号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第1355号          平成20年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4320240846  株式会社和光　和光薬〒275-0011 （調基１）第1031号        平成28年 4月 1日
     局　大久保店 習志野市大久保１－２３－１６ （後発調２）第2156号      平成30年 1月 1日
     047-470-2015  (047-470-2016) （か薬）第651号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1360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   48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  4330240853  株式会社コクミン　コ〒275-0016 （調基１）第1743号        平成28年 4月 1日
     クミン薬局　習志野店習志野市津田沼５－１４－４　水 （調）第473号             平成29年 4月 1日
     上ビル１階 （後発調１）第2885号      平成29年12月 1日
     047-455-1593  (047-455-1593) （か薬）第233号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1732号          平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4340240911  有限会社いずみ薬局　〒275-0011 （調基１）第66号          平成28年 4月 1日
     有限会社いずみ薬局 習志野市大久保２－１４－１９フ （調）第64号              平成28年 4月 1日
     ィオーレ大久保 （後発調１）第1423号      平成28年 4月 1日
     047-471-5871  (047-471-5871) （か薬）第162号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1327号          平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4350240929  有限会社ケアブレーン〒275-0016 （調基１）第384号         平成28年 4月 1日
     　ひまわり薬局 習志野市津田沼３－２３－１２ （後発調１）第1536号      平成28年 4月 1日
     047-403-4193  (047-403-6680) （在調）第639号           平成29年11月 1日
     （か薬）第465号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1305号          平成19年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4360240945  有限会社エスケイファ〒275-0026 （調基１）第1616号        平成28年 4月 1日
     ーマシー　北谷津薬局習志野市谷津５－５－１５ （後発調１）第2582号      平成29年 1月 1日
     047-479-1193  (047-479-1193) （在薬）第1973号          平成24年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4370240952  有限会社エスケイファ〒275-0026 （調基１）第1613号        平成28年 4月 1日
     ーマシー　ローズ薬局習志野市谷津４－８－４５ （在薬）第2532号          平成28年 6月10日
     047-453-4193  (047-453-4193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4380240960  株式会社くすりの福太〒275-0012 （調基１）第1363号        平成28年 4月 1日
     郎　薬局くすりの福太習志野市本大久保２－１０－２３ （後発調１）第2618号      平成29年 2月 1日
     郎　大久保駅前店 047-403-1029  (047-403-1029) （在薬）第2765号          平成29年 9月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4390240986  株式会社健栄　みずき〒275-0012 （調基１）第1419号        平成28年 4月 1日
     薬局　大久保店 習志野市本大久保３－９－１６ （調）第568号             平成29年10月 1日
     047-402-3622  (047-402-3623) （後発調１）第2200号      平成28年 5月 1日
     （在調）第659号           平成30年 2月 1日
     （か薬）第535号           平成28年 5月23日
     （在薬）第1507号          平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4400240994  株式会社大洋メディカ〒275-0016 （調基１）第1061号        平成28年 4月 1日
     ルサプライ　大洋薬局習志野市津田沼５－１－９　レガ （在薬）第1933号          平成24年 7月 1日
     　津田沼店 ート津田沼１階
     047-453-0761  (047-453-0762)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4410241026  イオンリテール株式会〒275-0016 （調基３）第133号         平成28年 4月 1日
     社　イオン薬局　津田習志野市津田沼１－２３－１ （か薬）第1237号          平成30年 2月 1日
     沼店 047-455-6032  (047-455-6033) （在薬）第2024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   49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  4420241042  つげ薬局 〒275-0017 （調基１）第1807号        平成28年 4月 1日
     習志野市藤崎６－１７－９ （か薬）第2号             平成28年 4月 1日
     047-479-0013  (047-479-0013) （在薬）第1859号          平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4430241091  さくら薬局　津田沼駅〒275-0016 （調基１）第359号         平成28年 4月 1日
     前店 習志野市津田沼１－２－９第２織 （後発調２）第1184号      平成28年 4月 1日
     戸ビル１階 （在薬）第1672号          平成22年 4月 1日
     047-455-7131  (047-455-7132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4440241109  さくら薬局　藤崎店 〒275-0017 （調基１）第347号         平成28年 4月 1日
     習志野市藤崎６－１６－３ （後発調１）第2561号      平成28年12月 1日
     0474-71-1931  (0474-70-1537) （在薬）第1637号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4450241117  ウエルシア薬局習志野〒275-0001 （調基１）第615号         平成28年 4月 1日
     実籾店 習志野市東習志野３－１－２４ （後発調２）第2157号      平成30年 1月 1日
     047-403-9950  (047-403-9951) （在薬）第2303号          平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4460241133  大洋薬局大久保店 〒275-0012 （調基１）第1057号        平成28年 4月 1日
     習志野市本大久保３－５－２０ （後発調２）第1374号      平成28年 4月 1日
     047-403-8021  (047-403-8022) （在薬）第2092号          平成25年 8月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4470241141  大洋薬局　幕張店 〒275-0014 （調基１）第1065号        平成28年 4月 1日
     習志野市鷺沼５－６－２６ （後発調２）第1555号      平成28年 7月 1日
     047-408-3151  (047-408-3152) （在薬）第1934号          平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4480241166  クリエイト薬局　習志〒275-0026 （調基１）第2085号        平成29年 2月 1日
     野谷津店 習志野市谷津３－１－１１ （後発調２）第2131号      平成29年12月 1日
     047-408-0321  (047-408-0322) （在調）第247号           平成26年 4月 1日
     （在薬）第1812号          平成23年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4490241190  あけぼの薬局　津田沼〒275-0028 （調基１）第1318号        平成28年 4月 1日
     店 習志野市奏の杜３－３－１３ （調）第116号             平成28年 4月 1日
     047-470-1812  (047-470-1827) （後発調２）第1569号      平成28年 7月 1日
     （在調）第623号           平成29年10月 1日
     （か薬）第153号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1835号          平成23年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4500241208  習志野薬局 〒275-0011 （調基１）第1255号        平成28年 4月 1日
     習志野市大久保１－２８－２
     047-472-1273  (047-472-1273)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4510241216  ヤックスドラッグ津田〒275-0021 （調基１）第1712号        平成28年 4月 1日
     沼薬局 習志野市袖ケ浦３－５－３ （後発調１）第2945号      平成30年 3月 1日
     047-452-6568  (047-452-6568) （在薬）第1910号          平成24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   50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  4520241265  有限会社レインフィー〒275-0026 （調基１）第1475号        平成28年 4月 1日
     ルド企画　桃太郎薬局習志野市谷津４－４－１８シャン （調）第526号             平成29年 7月 1日
     　新やつ店 ティ谷津１Ｆ （後発調１）第2474号      平成28年10月 1日
     047-408-1189  (047-408-1093) （か薬）第89号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第2010号          平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4530241273  花見調剤薬局 〒275-0012 （調基３）第67号          平成28年 4月 1日
     習志野市本大久保１－５－７ （在薬）第2065号          平成25年 6月 1日
     047-407-3745  (047-407-3746)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4540241281  サンドラッグ津田沼南〒275-0028 （調基１）第1782号        平成28年 4月 1日
     口薬局 習志野市奏の杜２－１－１ （後発調１）第2264号      平成28年 6月 1日
     047-470-3263  (047-470-3264) （在薬）第2577号          平成28年10月 3日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4550241299  めぐみ薬局　津田沼店〒275-0016 （調基２）第72号          平成28年 4月 1日
     習志野市津田沼５－５－２６ （後発調１）第2558号      平成28年12月 1日
     047-409-2547  (047-409-2548) （在薬）第2116号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4560241315  コスモス調剤薬局 〒275-0016 （調基１）第1612号        平成28年 4月 1日
     習志野市津田沼３－５－４ （後発調２）第1811号      平成29年 1月 1日
     047-493-4061  (047-493-4062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4570241323  薬局くすりの福太郎　〒275-0028 （調基１）第1341号        平成28年 4月 1日
     津田沼南口店 習志野市奏の杜１－１２－３ＭＦ （後発調１）第1755号      平成28年 4月 1日
     ビル１階 （在薬）第2786号          平成29年 9月11日
     047-455-7129  (047-455-7130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4580241331  薬局タカサ津田沼店 〒275-0016 （調基１）第1298号        平成28年 4月 1日
     習志野市津田沼１－１６－５ベル （薬菌）第158号           平成29年 9月 1日
     フォーレ津田沼１Ｆ （在調）第343号           平成27年 3月 1日
     047-470-0277  (047-470-0278) （か薬）第1119号          平成29年10月 1日
     （在薬）第2358号          平成27年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4590241349  スワン薬局　津田沼店〒275-0016 （調基１）第438号         平成28年 4月 1日
     習志野市津田沼６－１４－２３ （後発調２）第1174号      平成28年 4月 1日
     047-456-8441  (047-456-8442)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4600241364  あゆみ薬局　東習志野〒275-0001 （調基１）第500号         平成28年 4月 1日
     店 習志野市東習志野２－７－９ （在薬）第2466号          平成27年11月27日
     047-411-4368  (047-411-4369)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4610241372  パンダ薬局 〒275-0016 （調基１）第1235号        平成28年 4月 1日
     習志野市津田沼１－１５－２ （在薬）第2477号          平成27年12月25日
     047-477-1840  (047-477-1840)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

  4620241380  アイン薬局　習志野店〒275-0006 （調基１）第1271号        平成28年 4月 1日
     習志野市泉町３－１－５ファース （調）第141号             平成28年 4月 1日
     トエイド２４　１Ｆ （後発調２）第1672号      平成28年 9月 1日
     047-470-1291  (047-470-1292) （薬菌）第128号           平成27年11月 1日
     （在調）第404号           平成27年11月 1日
     （か薬）第329号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2454号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4630241398  薬局くすりの福太郎　〒275-0002 （調基１）第1388号        平成28年 4月 1日
     実籾店 習志野市実籾５－２－１２ （後発調１）第2681号      平成29年 5月 1日
     047-479-3929  (047-479-3929) （在薬）第2498号          平成28年 2月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4640241406  あけぼの薬局　奏の杜〒275-0028 （調基１）第2151号        平成29年 4月 1日
     店 習志野市奏の杜２－４－２６ （後発調２）第2249号      平成30年 2月 1日
     047-477-5600  (047-477-5603) （か薬）第829号           平成28年11月 1日
     （在薬）第2516号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4650241422  いわなみ薬局 〒275-0011 （調基１）第2041号        平成28年10月 1日
     習志野市大久保３－２－１２ （在調）第558号           平成28年12月 1日
     047-476-9045  (047-476-9045) （か薬）第1231号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第2609号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4660241430  ハート調剤薬局　習志〒275-0017 （調基１）第2081号        平成29年 1月 1日
     野店 習志野市藤崎３－２５－１３ （後発調１）第2661号      平成29年 4月 1日
     047-455-8385  (047-455-8386) （か薬）第1104号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第2659号          平成29年 1月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4670241448  プラチナ薬局　京成大〒275-0011 （調基１）第2228号        平成29年 9月 1日
     久保店 習志野市大久保２－２－１ （後発調２）第2052号      平成29年 9月 1日
     047-470-3511  (047-470-3512) （か薬）第1249号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第2792号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4680241455  ダイエーモリシア津田〒275-0026 （調基１）第2225号        平成29年 9月 1日
     沼店薬局 習志野市谷津１－１６－１ （後発調１）第2821号      平成29年 9月 1日
     047-403-5360  (047-403-5370) （在薬）第2789号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4690400028  タムラ薬局 〒276-0031
     八千代市八千代台北１‐４‐５
     0474-84-5137  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4700400101  加藤薬局 〒276-0034
     八千代市八千代台西２‐５‐１６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4710400135  有限会社　ダイワ薬局〒276-0020 （調基１）第1218号        平成28年 4月 1日
     八千代市勝田台北１－３－１６
     047-482-2636  (047-484-5789)



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)

  4720440115  むかい薬局 〒276-0022
     八千代市上高野１５３７‐４
     0474-85-0818  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4730440255  八千代調剤薬局 〒276-0031 （調基１）第546号         平成28年 4月 1日
     八千代市八千代台北３‐３‐１２ （後発調２）第1210号      平成28年 4月 1日
     0474-83-6663  (0474-83-4956) （か薬）第466号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2514号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4740440305  あおぞら薬局 〒276-0042 （調基１）第542号         平成28年 4月 1日
     八千代市ゆりのき台１‐２‐３ （後発調１）第1585号      平成28年 4月 1日
     047-486-2520  (047-486-2521) （か薬）第593号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第33号            平成 7年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4750440453  友愛薬局　勝田台店 〒276-0023 （調基３）第95号          平成28年 4月 1日
     八千代市勝田台３－４４－２ （後発調２）第2177号      平成30年 1月 1日
     0474-86-1611  （在調）第53号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第116号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第91号            平成 8年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4760440503  あきの薬局 〒276-0031 （調基１）第1550号        平成28年 4月 1日
     八千代市八千代台北５－８－１６ （調）第224号             平成28年 4月 1日
     047-487-5556  (047-487-5330) （後発調１）第2036号      平成28年 4月 1日
     （在調）第452号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第454号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1127号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4770440511  八千代台薬局 〒276-0034 （調基１）第426号         平成28年 4月 1日
     八千代市八千代台西１－１－２７ （在調）第486号           平成28年 8月 1日
     0474-82-8635  （か薬）第263号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第151号           平成10年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4780440552  有限会社オリーブ薬局〒276-0046 （調基１）第731号         平成28年 4月 1日
     　有限会社オリーブ薬八千代市大和田新田９７５－３ （調）第102号             平成28年 4月 1日
     局 047-480-3388  (047-480-3388) （薬菌）第97号            平成26年 8月 1日
     （在調）第289号           平成26年 8月 1日
     （か薬）第272号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第759号           平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4790440578  株式会社　斌良　チバ〒276-0031 （調基１）第783号         平成28年 4月 1日
     薬局 八千代市八千代台北６－１１－２ （調）第170号             平成28年 4月 1日
     ０ （在調）第476号           平成28年 6月 1日
     047-482-1843  (047-482-8336) （か薬）第362号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第858号           平成16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   53

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  4800440594  あさひ薬局 〒276-0023 （調基１）第220号         平成28年 4月 1日
     八千代市勝田台７－２７－１３ （後発調１）第2303号      平成28年 7月 1日
     0474-81-0931  （か薬）第780号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4810440685  あけぼの薬局　高津店〒276-0036 （調基１）第1315号        平成28年 4月 1日
     八千代市高津８５０－９２ （調）第320号             平成28年 6月 1日
     0474-80-3701  （後発調２）第1564号      平成28年 7月 1日
     （か薬）第427号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1040号          平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4820440693  なの花薬局　八千代中〒276-0042 （調基１）第1402号        平成28年 4月 1日
     央店 八千代市ゆりのき台４－１－８ （調）第593号             平成30年 2月 1日
     0474-80-6094  （後発調２）第1347号      平成28年 4月 1日
     （在調）第454号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第1238号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第300号           平成11年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4830440735  株式会社シフト　つつ〒276-0046 （調基１）第561号         平成28年 4月 1日
     じ薬局八千代店 八千代市大和田新田３７５－２ （か薬）第659号           平成28年 6月 1日
     047-480-3005  (047-480-3078) （在薬）第964号           平成17年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4840440743  勝田台フレンド薬局 〒276-0020 （調基１）第1519号        平成28年 4月 1日
     八千代市勝田台北１－２０－１鈴
     木荘１０１号
     047-487-8970  (047-487-8971)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4850440750  ひがし薬局 〒276-0032 （調基１）第229号         平成28年 4月 1日
     八千代市八千代台東１－６－９ （在薬）第671号           平成14年 8月 1日
     047-480-7611  (047-486-1712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4860440776  ウエルシア八千代台薬〒276-0034 （調基１）第658号         平成28年 4月 1日
     局 八千代市八千代台西９－１－１６ （後発調２）第1803号      平成29年 1月 1日
     047-484-4676  (047-484-2253) （在薬）第1939号          平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4870440784  ファミリー薬局 〒276-0023 （調基１）第1668号        平成28年 4月 1日
     八千代市勝田台７－１－２３第３ （後発調２）第1453号      平成28年 4月 1日
     ＳＳＫビル１Ｆ （か薬）第785号           平成29年 4月 1日
     047-487-3022  (047-487-3022) （在薬）第1163号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4880440800  ウエルシア勝田台薬局〒276-0023 （調基１）第660号         平成28年 4月 1日
     八千代市勝田台２－１２－１ （後発調１）第2494号      平成28年11月 1日
     047-487-1715  (047-489-1725) （在薬）第1119号          平成18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   54

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  4890440875  有限会社オリーブ薬局〒276-0042 （調基１）第1281号        平成28年 4月 1日
     　オリーブ薬局　ゆり八千代市ゆりのき台５－１－４ア （調）第33号              平成28年 4月 1日
     のき店 ルバ八千代１Ｆ （薬菌）第100号           平成26年 9月 1日
     047-480-8588  (047-480-8588) （在調）第366号           平成27年 8月 1日
     （か薬）第72号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第758号           平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4900440883  有限会社立生堂　立生〒276-0045 （調基１）第1934号        平成28年 5月 1日
     堂薬局 八千代市大和田８６５－２
     047-483-4815  (047-483-4815)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4910440891  クオール薬局　勝田台〒276-0023 （調基１）第294号         平成28年 4月 1日
     店 八千代市勝田台１－２８－５ （調）第356号             平成28年 7月 1日
     047-480-9040  (047-480-9041) （か薬）第216号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第622号           平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4920440925  有限会社友栄商事　マ〒276-0023 （調基１）第442号         平成28年 4月 1日
     キノ薬局　勝田台店 八千代市勝田台１－７－１Ｄ棟１ （在薬）第1162号          平成18年 4月 1日
     ０５号
     047-482-4750  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4930440933  有限会社ダイワ薬局　〒276-0020 （調基１）第1219号        平成28年 4月 1日
     ダイワ薬局　ふれあい八千代市勝田台北３－５－４ （後発調１）第1930号      平成28年 4月 1日
     店 047-482-8931  (047-482-8931) （か薬）第375号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1126号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4940440941  株式会社くすりの福太〒276-0049 （調基１）第1373号        平成28年 4月 1日
     郎　薬局くすりの福太八千代市緑が丘１－１１０６－５ （後発調２）第2217号      平成30年 2月 1日
     郎　緑が丘店 047-458-7829  (047-458-7829) （在薬）第1251号          平成19年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4950440958  有限会社ウェルロック〒276-0049 （調基１）第389号         平成28年 4月 1日
     　緑が丘薬局 八千代市緑が丘２－２０－７ （調）第548号             平成29年 9月 1日
     047-459-9955  (047-459-9960) （後発調２）第1598号      平成28年 8月 1日
     （か薬）第1076号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第1038号          平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4960440974  株式会社アポテック　〒276-0036 （調基１）第496号         平成28年 4月 1日
     あおば薬局 八千代市高津４８８－２スプレン （調）第309号             平成28年 4月 1日
     ダー津端１０２ （後発調１）第1603号      平成28年 4月 1日
     047-489-4530  (047-489-4531) （か薬）第586号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第778号           平成15年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4970441006  ヤママス薬品有限会社〒276-0037 （調基１）第369号         平成28年 4月 1日
     　さとう薬局 八千代市高津東３－１－２８ （後発調１）第1540号      平成28年 4月 1日
     047-484-1561  (047-484-1561)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

  4980441022  日本メディカルシステ〒276-0029 （調基１）第937号         平成28年 4月 1日
     ム株式会社　薬局メデ八千代市村上南１－５－２８ＳＹ （調）第344号             平成28年 7月 1日
     ィクス Ｍ　ＴＨＥ　ＢＵＩＬＤＩＮＧ　 （後発調２）第1461号      平成28年 5月 1日
     １－１ （在調）第249号           平成26年 4月 1日
     047-480-2703  （か薬）第693号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第859号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4990441048  有限会社　アオキドラ〒276-0049 （調基１）第163号         平成28年 4月 1日
     ック　リーセントヒル八千代市緑が丘３－１－１リーセ （後発調１）第2182号      平成28年 5月 1日
     ズ薬局 ントヒルズＧ棟１－１０１
     047-489-4360  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5000441089  薬局くすりの福太郎　〒276-0034 （調基１）第1366号        平成28年 4月 1日
     八千代台西口店 八千代市八千代台西１－６－１ （後発調１）第2787号      平成29年 9月 1日
     047-480-7729  （在薬）第1221号          平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5010441113  オオトモ薬局　緑が丘〒276-0049 （調基１）第362号         平成28年 4月 1日
     店 八千代市緑が丘１－２－１４ （後発調１）第1542号      平成28年 4月 1日
     047-450-0120  （か薬）第438号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1130号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5020441121  エンゼル薬局 〒276-0032 （調基１）第1677号        平成28年 4月 1日
     八千代市八千代台東１－２１－２ （調）第112号             平成28年 4月 1日
     ２ （後発調１）第2848号      平成29年11月 1日
     047-405-4888  (047-405-4889) （在調）第40号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第104号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1302号          平成19年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5030441147  ひまわり薬局　ゆりの〒276-0042 （調基３）第58号          平成28年 4月 1日
     き店 八千代市ゆりのき台６－１－５ （在薬）第1030号          平成17年10月 1日
     047-482-6200  (047-482-6209)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5040441162  薬局くすりの福太郎　〒276-0036 （調基１）第1357号        平成28年 4月 1日
     八千代高津店 八千代市高津６９４－１ （後発調２）第2215号      平成30年 2月 1日
     047-458-7929  (047-458-7929) （在薬）第2767号          平成29年 9月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5050441188  有限会社オリーブ薬局〒276-0032 （調基１）第743号         平成28年 4月 1日
     　千寿堂薬局 八千代市八千代台東３－５－２ （調）第68号              平成28年 4月 1日
     047-481-3258  (047-481-3258) （後発調１）第2231号      平成28年 6月 1日
     （薬菌）第98号            平成26年 9月 1日
     （在調）第369号           平成27年 8月 1日
     （か薬）第193号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1195号          平成18年 8月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5060441196  株式会社未栞　ジュン〒276-0032 （調基１）第696号         平成28年 4月 1日
     薬局 八千代市八千代台東１－１４－８ （か薬）第1084号          平成29年 8月 1日
     047-487-9433  (047-487-9658) （在薬）第1197号          平成18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   56

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  5070441204  八千代中央薬局 〒276-0046 （調基２）第94号          平成28年 4月 1日
     八千代市大和田新田字向山４７７ （薬菌）第82号            平成26年 7月 1日
     －１４５ （在薬）第1225号          平成19年 1月 1日
     047-458-8951  (047-458-8953)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5080441238  江口薬局 〒276-0023 （調基１）第752号         平成28年 4月 1日
     八千代市勝田台１－３２－２
     047-485-3008  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5090441261  株式会社タカサ　薬局〒276-0044 （調基１）第1305号        平成28年 4月 1日
     タカサ　八千代中央店八千代市萱田町５１３－３ （薬菌）第150号           平成28年11月 1日
     047-489-4645  (047-459-6488) （在調）第27号            平成24年 4月 1日
     （在薬）第1215号          平成18年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5100441287  かりん薬局 〒276-0046 （調基１）第844号         平成28年 4月 1日
     八千代市大和田新田２５２－１ （か薬）第8号             平成29年 4月 1日
     047-480-2207  (047-480-2207)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5110441295  タカダ薬局　村上店 〒276-0029 （調基１）第995号         平成28年 4月 1日
     八千代市村上南１－５－２５カセ （後発調１）第2827号      平成29年10月 1日
     イビル１階 （在薬）第1407号          平成20年 4月 1日
     047-481-4189  (047-481-4193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5120441311  有限会社小澤光雄商店〒276-0046 （調基１）第1331号        平成28年 4月 1日
     　小澤薬局 八千代市大和田新田９１７－１ （調）第494号             平成29年 5月 1日
     047-458-1400  (047-458-1400) （か薬）第997号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第1339号          平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5130441329  日本メディカルシステ〒276-0049 （調基１）第932号         平成28年 4月 1日
     ム株式会社　緑が丘中八千代市緑が丘２－２－１０秋葉 （調）第330号             平成28年 6月 1日
     央薬局 緑が丘ビル１０１号室 （後発調２）第1971号      平成29年 6月 1日
     047-480-0530  (047-480-0531) （在調）第257号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第663号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1394号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5140441337  株式会社ムラタ　むら〒276-0029 （調基１）第1818号        平成28年 4月 1日
     かみ南薬局 八千代市村上南５－５－１８ （後発調１）第2136号      平成28年 4月 1日
     047-405-7177  (047-405-7178) （在調）第69号            平成24年 4月 1日
     （在薬）第1459号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5150441345  イオンリテール株式会〒276-0049 （調基１）第2116号        平成29年 4月 1日
     社　イオン薬局　八千八千代市緑が丘２－１－３ （後発調１）第2579号      平成29年 1月 1日
     代緑が丘店 047-458-5258  (047-458-5259) （か薬）第1175号          平成29年12月 1日
     （在薬）第2100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   57

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  5160441352  株式会社ドラッグテラ〒276-0043 （調基１）第486号         平成28年 4月 1日
     ダ　わかば薬局 八千代市萱田２２４７－１４ （後発調２）第1227号      平成28年 4月 1日
     047-407-3715  (047-407-3718) （か薬）第628号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1583号          平成21年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5170441360  株式会社　ファルマ　〒276-0031 （調基１）第400号         平成28年 4月 1日
     オオトモ薬局　八千代八千代市八千代台北１－２－５ （後発調１）第1530号      平成28年 4月 1日
     台店 047-483-5874  (047-483-5874) （か薬）第437号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1511号          平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5180441410  ファーコス薬局　なし〒276-0004 （調基１）第2130号        平成29年 4月 1日
     のき 八千代市島田台字島田道８５８－ （後発調２）第1434号      平成28年 4月 1日
     ５ （在調）第136号           平成24年 4月 1日
     047-488-8132  (047-488-8186) （か薬）第19号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第1590号          平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5190441436  薬樹薬局　八千代 〒276-0022 （調基１）第1867号        平成28年 4月 1日
     八千代市上高野４４９－２１ （調）第216号             平成28年 4月 1日
     047-487-6948  (047-487-5745) （後発調２）第1574号      平成28年 7月 1日
     （在調）第220号           平成26年 2月 1日
     （か薬）第445号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1693号          平成22年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5200441451  ウエルシア薬局　八千〒276-0046 （調基１）第611号         平成28年 4月 1日
     代大和田店 八千代市大和田新田字庚塚３４４ （後発調２）第1905号      平成29年 4月 1日
     －１ （在薬）第1718号          平成22年 9月 1日
     047-486-1623  (047-486-1637)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5210441469  春生堂薬局　緑が丘店〒276-0049 （調基１）第99号          平成28年 4月 1日
     八千代市緑が丘１－１－１公園都
     市プラザ１１－２区画
     047-459-1225  (047-458-8885)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5220441485  こだま薬局 〒276-0045 （調基１）第314号         平成28年 4月 1日
     八千代市大和田１００２－３ （後発調２）第1172号      平成28年 4月 1日
     047-481-5088  (047-481-5087) （か薬）第269号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5230441493  鈴薬局　八千代台店 〒276-0031 （調基２）第100号         平成28年 4月 1日
     八千代市八千代台北１－７－６八 （か薬）第981号           平成29年 5月 1日
     千代台ＭＫビル１階 （在薬）第1841号          平成23年12月 1日
     047-487-6838  (047-487-6828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

  5240441501  日本調剤株式会社　日〒276-0046 （調基１）第1394号        平成28年 4月 1日
     本調剤　八千代薬局 八千代市大和田新田５０１－２ （調）第145号             平成28年 4月 1日
     047-459-6831  (047-459-6832) （後発調２）第1353号      平成28年 4月 1日
     （在調）第377号           平成27年 8月 1日
     （か薬）第333号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1930号          平成24年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5250441519  薬局マツモトキヨシ　〒276-0029 （調基１）第960号         平成28年 4月 1日
     フルルガーデン八千代八千代市村上南１－４－１ （後発調１）第2883号      平成29年12月 1日
     店 047-405-1231  (047-405-1231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5260441527  株式会社オレンジ薬局〒276-0033 （調基１）第1506号        平成28年 4月 1日
     　オレンジ薬局 八千代市八千代台南１－３－４ （調）第29号              平成28年 4月 1日
     047-486-0583  (047-486-0584) （か薬）第68号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第1979号          平成24年 9月24日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5270441550  ウエルシア薬局八千代〒276-0032 （調基１）第622号         平成28年 4月 1日
     台東店 八千代市八千代台東２－７－１ （後発調２）第1958号      平成29年 6月 1日
     047-486-0010  (047-486-0013) （在薬）第2307号          平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5280441568  勝田台薬局 〒276-0023 （調基１）第1421号        平成28年 4月 1日
     八千代市勝田台１－３７－６ （調）第553号             平成29年 9月 1日
     047-407-4970  (047-407-4971) （後発調１）第2324号      平成28年 7月 1日
     （在調）第618号           平成29年10月 1日
     （か薬）第951号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2120号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5290441576  めぐみ薬局　アルファ〒276-0046 （調基１）第1099号        平成28年 4月 1日
     ー店 八千代市大和田新田５９－１２８ （調）第347号             平成28年 7月 1日
     047-450-2342  (047-450-2342) （後発調１）第1844号      平成28年 4月 1日
     （在調）第316号           平成26年12月 1日
     （か薬）第588号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第2117号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5300441592  ウエルシア薬局八千代〒276-0046 （調基１）第628号         平成28年 4月 1日
     緑が丘店 八千代市大和田新田１０３１－１ （後発調２）第2113号      平成29年12月 1日
     047-459-5275  (047-459-5726) （在薬）第2313号          平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5310441600  みずき薬局勝田台店 〒276-0023 （調基１）第1417号        平成28年 4月 1日
     八千代市勝田台７－２６－３８ （後発調２）第1389号      平成28年 4月 1日
     047-411-7053  (047-411-7054) （在調）第634号           平成29年10月 1日
     （か薬）第1244号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第2211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   59

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  5320441634  あきの薬局　南店 〒276-0033 （調基１）第1541号        平成28年 4月 1日
     八千代市八千代台南２－２－１７ （調）第181号             平成28年 4月 1日
     047-480-2063  (047-480-2062) （後発調２）第1507号      平成28年 6月 1日
     （在調）第453号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第379号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2266号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5330441642  すずらん薬局駅前店 〒276-0020 （調基２）第79号          平成28年 4月 1日
     八千代市勝田台北１－９－２４ア （薬菌）第114号           平成27年 6月 1日
     ルファード　１階 （か薬）第875号           平成28年12月 1日
     047-482-5288  (047-482-5289) （在薬）第2328号          平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5340441659  すずらん薬局 〒276-0020 （調基１）第1321号        平成28年 4月 1日
     八千代市勝田台北１－７－１２ （調）第60号              平成28年 4月 1日
     047-483-5628  (047-483-5628) （薬菌）第113号           平成27年 6月 1日
     （か薬）第142号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2363号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5350441675  アイン薬局新八千代店〒276-0015 （調基１）第1269号        平成28年 4月 1日
     八千代市米本１５４５－２１ （調）第37号              平成28年 4月 1日
     047-480-5630  (047-480-5670) （後発調２）第1504号      平成28年 6月 1日
     （薬菌）第130号           平成27年11月 1日
     （在調）第411号           平成27年11月 1日
     （か薬）第95号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第2462号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5360441691  アイセイ薬局　八千代〒276-0034 （調基１）第2054号        平成28年10月 1日
     台店 八千代市八千代台西９－２－２０ （調）第413号             平成28年10月 1日
     047-481-3655  (047-484-1185) （後発調２）第1989号      平成29年 7月 1日
     （在調）第539号           平成28年10月 1日
     （か薬）第847号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2619号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5370441709  ヤックスドラッグ大和〒276-0046 （調基１）第2103号        平成29年 3月 1日
     田薬局 八千代市大和田新田３２６－６ （後発調１）第2790号      平成29年 9月 1日
     047-455-3038  (047-455-3039) （薬菌）第154号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第1191号          平成29年12月 1日
     （在薬）第2678号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5380441717  もりの薬局 〒276-0049 （調基１）第2145号        平成29年 4月 1日
     八千代市緑が丘西３－２－１ （在薬）第2690号          平成29年 4月 1日
     047-456-8383  (047-456-8384)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5390441725  あやめ薬局　勝田台店〒276-0020 （調基１）第2162号        平成29年 5月 1日
     八千代市勝田台北１－２－７プラ （在薬）第2709号          平成29年 5月 1日
     ンドール勝田台１０１号室
     047-455-8503  (047-455-8553)



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)

  5400441733  春生堂薬局はぐみ店 〒276-0040 （調基１）第2205号        平成29年 8月 1日
     八千代市緑が丘西２－１－３
     047-409-2885  (047-409-2886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5410441741  プラチナ薬局　京成バ〒276-0046 （調基１）第2232号        平成29年 9月 1日
     ラ園前店 八千代市大和田新田４５８－１０ （後発調２）第2055号      平成29年 9月 1日
     047-480-3366  (047-480-3367) （在薬）第2794号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5420441758  薬局マツモトキヨシ勝〒276-0023 （調基１）第2281号        平成30年 1月 1日
     田台店 八千代市勝田台１－３１－７ＴＳ （在薬）第2850号          平成30年 1月25日
     ＵＴＡＹＡビル１階
     047-485-6312  (047-485-6312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5430600213  市原薬局 〒290-0062
     市原市八幡１４１３
     0436-41-2939  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5440640052  有限会社　井口薬局 〒299-0111 （調基１）第1951号        平成28年 4月 1日
     市原市姉崎３７３
     043-661-0223  (043-661-0252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5450640136  佐久間薬局 〒299-0111 （調基１）第289号         平成28年 4月 1日
     市原市姉崎１９０２ （在薬）第499号           平成12年 5月 1日
     0436-61-1518  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5460640177  薬局タカサ　西広店 〒290-0075 （調基１）第1125号        平成28年 4月 1日
     市原市南国分寺台４－７－１０ （調）第503号             平成29年 6月 1日
     0436-23-0832  (0436-23-8986) （後発調１）第2598号      平成29年 2月 1日
     （在調）第18号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第1008号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第473号           平成12年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5470640243  あねさき薬局 〒299-0110 （調基１）第789号         平成28年 4月 1日
     市原市姉崎東１－１１－１ＨＢビ （か薬）第435号           平成28年 4月 1日
     ル姉ヶ崎１階 （在薬）第225号           平成11年 3月 1日
     0436-62-0489  (0436-61-3816)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5480640250  有限会社井筒屋　伊藤〒290-0051 （調基１）第1046号        平成28年 4月 1日
     薬局 市原市君塚４‐１‐１４ （後発調１）第1819号      平成28年 4月 1日
     0436-22-1940  (0436-22-8051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5490640342  東明堂　石原薬局 〒290-0054
     市原市五井中央東２－１５－５
     0436-21-3364  (0436-21-3384)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

  5500640367  有限会社かねだ薬局 〒290-0056 （調基１）第867号         平成28年 4月 1日
     市原市五井１６１９ （在薬）第630号           平成14年 5月 1日
     0436-24-8909  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5510640383  有限会社石川薬局　有〒290-0512 （調基１）第593号         平成28年 4月 1日
     限会社石川薬局 市原市鶴舞３０４ （後発調２）第1708号      平成28年10月 1日
     0436-88-2026  (0436-88-2026) （在薬）第477号           平成12年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5520640409  安藤薬局 〒290-0221 （調基１）第715号         平成28年 4月 1日
     市原市馬立２０７５‐１ （後発調２）第1722号      平成28年11月 1日
     0436-95-2625  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5530640441  ベル薬局 〒290-0041 （調基２）第33号          平成28年 4月 1日
     市原市玉前７２‐１ （後発調１）第1553号      平成28年 4月 1日
     0436-24-9559  （か薬）第234号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1114号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5540640490  つくし調剤薬局 〒290-0056 （調基２）第15号          平成28年 4月 1日
     市原市五井９１６ （後発調１）第1468号      平成28年 4月 1日
     0436-25-1506  (0436-25-1078) （在薬）第542号           平成12年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5550640631  薬局タカサ　ちはら台〒290-0143 （調基１）第1121号        平成28年 4月 1日
     店 市原市ちはら台西５－１８－７ （後発調２）第1332号      平成28年 4月 1日
     0436-40-5051  （在薬）第468号           平成12年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5560640656  薬局タカサ　姉崎駅前〒299-0110 （調基１）第1120号        平成28年 4月 1日
     店 市原市姉崎東１－１－６第３クレ （か薬）第1164号          平成29年12月 1日
     ールパルビル１Ｆ （在薬）第466号           平成12年 2月 1日
     0436-60-1156  (0436-60-1157)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5570640672  大洋薬局　五井店 〒290-0056 （調基１）第1073号        平成28年 4月 1日
     市原市五井５４８５－１エヴァグ （後発調１）第1835号      平成28年 4月 1日
     リーン永嶋１０２ （在薬）第561号           平成13年 1月 1日
     0436-25-1811  (0436-25-1616)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5580640680  伊藤薬局　いずみ台店〒299-0114 （調基１）第1051号        平成28年 4月 1日
     市原市泉台３－１９－１０
     0436-66-6697  (0436-66-6696)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5590640698  ムツミ薬局 〒299-0110 （調基１）第1445号        平成28年 4月 1日
     市原市姉崎東３－３－７ （調）第78号              平成28年 4月 1日
     0436-62-6108  (0436-62-6128) （後発調１）第1959号      平成28年 4月 1日
     （か薬）第248号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第154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)

  5600640706  有限会社くすり堂　有〒290-0061 （調基１）第148号         平成28年 4月 1日
     限会社くすり堂薬局 市原市八幡石塚２－１５－１ （後発調２）第1600号      平成28年 8月 1日
     0436-40-1155  (0436-40-1176) （在薬）第214号           平成11年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5610640755  ベル薬局白金 〒290-0059 （調基２）第34号          平成28年 4月 1日
     市原市白金町１－７８－１－１０ （後発調２）第1606号      平成28年 8月 1日
     １ （在薬）第1113号          平成18年 4月 1日
     0436-23-7957  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5620640771  薬局タカサ　八幡店 〒290-0062 （調基１）第1118号        平成28年 4月 1日
     市原市八幡２４８－８ （在調）第19号            平成24年 4月 1日
     0436-40-3030  （在薬）第463号           平成12年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5630640789  つるまき薬局 〒299-0112 （調基２）第95号          平成28年 4月 1日
     市原市畑木３８４－２ （か薬）第686号           平成29年 4月 1日
     0436-61-9911  (0436-61-9990) （在薬）第1410号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5640640839  岡本薬局みなみ店 〒290-0056 （調基１）第152号         平成28年 4月 1日
     市原市五井２７７７ （調）第172号             平成28年 4月 1日
     0436-20-3731  (0436-20-3730) （薬菌）第121号           平成27年 8月 1日
     （在調）第456号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第364号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第485号           平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5650640847  セイザ薬局 〒290-0075 （調基１）第44号          平成28年 4月 1日
     市原市南国分寺台５－１－１９ （後発調１）第2247号      平成28年 6月 1日
     0436-20-8787  (0436-20-8030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5660640862  薬局タカサ　ちはら台〒290-0141 （調基１）第1116号        平成28年 4月 1日
     東店 市原市ちはら台東５－２－２ （後発調２）第1776号      平成28年12月 1日
     0436-50-5700  (0436-50-5701) （在調）第637号           平成29年11月 1日
     （在薬）第536号           平成12年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5670640912  有限会社つばさメディ〒290-0141 （調基２）第84号          平成28年 4月 1日
     カ　かるがも薬局 市原市ちはら台東１－２－１２ （後発調２）第2263号      平成30年 3月 1日
     0436-50-5540  (0436-50-5590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5680640946  有限会社ピーパル市原〒290-0003 （調基１）第1014号        平成28年 4月 1日
     　たつみ薬局 市原市辰巳台東２－１５ （在薬）第589号           平成13年 6月 1日
     0436-40-6911  (0436-40-6912)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5690640979  株式会社あさひ調剤　〒299-0119 （調基１）第451号         平成28年 4月 1日
     くりの木薬局 市原市姉崎西１－１３－９ （調）第179号             平成28年 4月 1日
     0436-62-8193  (0436-62-9393) （後発調１）第2203号      平成28年 5月 1日
     （在調）第382号           平成27年 9月 1日
     （か薬）第377号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第700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   63

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  5700640995  有限会社橋場薬局　さ〒290-0021 （調基１）第1228号        平成28年 4月 1日
     さき薬局 市原市山田橋１－３－１ （か薬）第1221号          平成30年 1月 1日
     0436-40-7180  (0436-41-7181) （在薬）第631号           平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5710641001  株式会社大洋メディカ〒290-0074 （調基２）第68号          平成28年 4月 1日
     ルサプライ　大洋薬局市原市東国分寺台１－１－１２ （後発調２）第1378号      平成28年 4月 1日
     　国分寺店 0436-20-6361  (0436-20-6362) （在薬）第672号           平成14年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5720641027  有限会社橋場薬局　橋〒290-0011 （調基１）第93号          平成28年 4月 1日
     場薬局 市原市能満字西四辻１８４５－３ （後発調２）第2042号      平成29年 9月 1日
     ８ （在薬）第632号           平成14年 5月 1日
     0436-76-7880  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5730641035  株式会社タカサ　薬局〒290-0065 （調基３）第74号          平成28年 4月 1日
     タカサ　西五所店 市原市西五所３１－７ （在調）第186号           平成25年 4月 1日
     0436-24-3771  (0436-24-7282) （在薬）第825号           平成16年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5740641043  有限会社くすり堂　い〒290-0062 （調基２）第7号           平成28年 4月 1日
     ちご薬局 市原市八幡５７６－１ （後発調２）第1127号      平成28年 4月 1日
     0436-40-1199  (0436-40-1239) （か薬）第685号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第655号           平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5750641076  株式会社星野薬局　ホ〒290-0056 （調基１）第144号         平成28年 4月 1日
     シノ五井薬局 市原市五井５１６９－１
     0436-20-6765  (0436-20-6774)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5760641084  有限会社ユーホーメデ〒290-0022 （調基１）第1542号        平成28年 4月 1日
     ィックス　グリーン薬市原市西広１２３－４ （在調）第596号           平成29年 7月 1日
     局 0436-20-7731  (0436-20-7732) （在薬）第828号           平成16年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5770641100  有限会社ベル・ファー〒290-0003 （調基１）第453号         平成28年 4月 1日
     マシー　ベル薬局辰巳市原市辰巳台東３－１５－３ （後発調２）第1219号      平成28年 4月 1日
     台 0436-76-7457  (0436-76-7457) （在調）第392号           平成27年11月 1日
     （か薬）第279号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1112号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5780641118  有限会社ひまわり　ひ〒290-0003 （調基１）第471号         平成28年 4月 1日
     まわり薬局 市原市辰巳台東１－８－８１ （後発調１）第2204号      平成28年 5月 1日
     0436-76-7137  (0436-76-7138) （か薬）第768号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第894号           平成16年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5790641142  おおはしタイム薬局 〒299-0110 （調基１）第1601号        平成28年 4月 1日
     市原市姉崎東２－１－２ （後発調２）第1417号      平成28年 4月 1日
     0436-61-0250  (0436-61-4612) （か薬）第306号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1388号          平成20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   64

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  5800641167  東邦薬局 〒290-0512 （調基３）第178号         平成29年 4月 1日
     市原市鶴舞５９０－１０ （後発調１）第2814号      平成29年10月 1日
     0436-50-6220  （在薬）第760号           平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5810641183  有限会社　ピーパル市〒290-0512 （調基１）第1013号        平成28年 4月 1日
     原　つるまい薬局 市原市鶴舞６０６－４ （在薬）第1405号          平成20年 4月 1日
     0436-50-6650  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5820641191  株式会社星野誠薬局　〒290-0225 （調基１）第1808号        平成28年 4月 1日
     ホシノ薬局・２９７ 市原市牛久１０５８－３ （か薬）第994号           平成29年 5月 1日
     0436-92-5031  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5830641217  調剤薬局マツモトキヨ〒299-0117 （調基１）第982号         平成28年 4月 1日
     シ　市原あおばだい店市原市青葉台２－３－９ （後発調２）第2206号      平成30年 2月 1日
     0436-60-7077  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5840641225  みつば薬局 〒290-0003 （調基２）第9号           平成28年 4月 1日
     市原市辰巳台東２－１５ （後発調１）第1400号      平成28年 4月 1日
     0436-75-7707  (0436-75-7697)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5850641266  ケンコー薬局 〒299-0111 （調基３）第123号         平成28年 4月 1日
     市原市姉崎１９９６－１ （後発調２）第1422号      平成28年 4月 1日
     0436-62-8811  （か薬）第397号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2209号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5860641282  薬局タカサ　松ヶ島店〒290-0035 （調基１）第1306号        平成28年 4月 1日
     市原市松ケ島２－１－５ （調）第56号              平成28年 4月 1日
     0436-23-2811  (0436-23-2812) （後発調１）第1880号      平成28年 4月 1日
     （在調）第26号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第132号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1160号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5870641308  ウエルシア薬局　市原〒290-0056 （調基１）第675号         平成28年 4月 1日
     五井店 市原市五井５４９２－２ （後発調１）第2372号      平成28年 8月 1日
     0436-26-8216  (0436-26-8217) （在薬）第2292号          平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5880641316  ヤックスドラッグ市原〒299-0109 （調基１）第1711号        平成28年 4月 1日
     青柳薬局 市原市千種６－６－１ （後発調２）第1975号      平成29年 6月 1日
     0436-20-2889  (0436-20-2890) （か薬）第910号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5890641324  ドラッグストアＳＥＮ〒290-0062 （調基１）第1007号        平成28年 4月 1日
     ＤＯ八幡薬局 市原市八幡８１０－３ （後発調２）第1292号      平成28年 4月 1日
     0436-40-7711  (0436-40-7700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5900641332  ホーム薬局 〒290-0054 （調基１）第1015号        平成28年 4月 1日
     市原市五井中央東１－１６－１１
     0436-23-7686  (0436-23-7696)



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)

  5910641340  マイ薬局 〒299-0110 （調基１）第695号         平成28年 4月 1日
     市原市姉崎東２－１１－５ （後発調２）第1249号      平成28年 4月 1日
     0436-63-1601  （在薬）第1095号          平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5920641365  有限会社ファミリー薬〒290-0062 （調基１）第1676号        平成28年 4月 1日
     局 市原市八幡１１７－８ （後発調１）第1861号      平成28年 4月 1日
     0436-43-3430  (0436-43-3560) （か薬）第1011号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第2512号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5930641407  有限会社　ちはら台薬〒290-0141 （調基１）第837号         平成28年 4月 1日
     局　ちはら台薬局 市原市ちはら台東１－１－４ （後発調２）第1285号      平成28年 4月 1日
     0436-37-3588  (0436-37-3587) （か薬）第221号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1178号          平成18年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5940641415  株式会社　星野誠薬局〒290-0225 （調基１）第1879号        平成28年 4月 1日
     　調剤薬局ホシノ 市原市牛久１２１４ （か薬）第1017号          平成29年 6月 1日
     0436-50-0470  (0436-50-0471)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5950641423  株式会社　富士薬品　〒299-0117 （調基１）第1449号        平成28年 4月 1日
     ドラッグセイムス青葉市原市青葉台２－８－１ （後発調１）第2643号      平成29年 3月 1日
     台薬局 0436-60-8847  （か薬）第817号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2036号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5960641431  ウエルシア薬局　市原〒290-0225 （調基１）第681号         平成28年 4月 1日
     牛久店 市原市牛久１０６６－１ （後発調２）第2253号      平成30年 3月 1日
     043-650-0855  (043-650-0856) （在薬）第2295号          平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5970641464  岡本薬局　青柳店 〒290-0034 （調基１）第547号         平成28年 4月 1日
     市原市島野２１０１－１３ （在薬）第2264号          平成26年 8月27日
     0436-22-6411  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5980641472  中島薬局 〒290-0072 （調基１）第846号         平成28年 4月 1日
     市原市西国分寺台１－３－１２ （後発調２）第1531号      平成28年 6月 1日
     0436-22-3344  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5990641498  有限会社すみれ薬局　〒299-0111 （調基１）第1201号        平成28年 4月 1日
     すみれ薬局　姉崎店 市原市姉崎６５８－５ （後発調２）第1348号      平成28年 4月 1日
     0436-60-8980  (0436-60-8981)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6000641522  海上商事株式会社　レ〒290-0054 （調基１）第761号         平成28年 4月 1日
     モン薬局 市原市五井中央東２－５－２山崎 （か薬）第434号           平成29年 4月 1日
     第二ビル１階 （在薬）第1464号          平成20年 9月 1日
     0436-25-1621  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6010641548  株式会社星野誠薬局　〒290-0225 （調基１）第1390号        平成28年 4月 1日
     株式会社星野誠薬局 市原市牛久１２２４ （後発調１）第1905号      平成28年 4月 1日
     0436-92-0016  (0436-92-1210) （か薬）第1018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   66

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  6020641555  株式会社フロンティア〒290-0056 （調基１）第1005号        平成28年 4月 1日
     　フレンド薬局　五井市原市五井１９６９ （後発調２）第1674号      平成28年 9月 1日
     店 0436-98-5791  (0436-98-5792) （か薬）第175号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1517号          平成21年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6030641563  株式会社　千葉薬品　〒299-0111 （調基１）第1705号        平成28年 4月 1日
     ヤックスドラッグ姉崎市原市姉崎２１０１ （調）第392号             平成28年10月 1日
     薬局 0436-63-1037  (0436-63-1038) （後発調１）第2526号      平成28年11月 1日
     （薬菌）第70号            平成25年 3月 1日
     （か薬）第781号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2029号          平成25年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6040641571  株式会社ＳＯＳＡいと〒290-0081 （調基１）第710号         平成28年 4月 1日
     う薬局　ＫＹいとう薬市原市五井中央西１－３１－１６ （後発調２）第1698号      平成28年10月 1日
     局 0436-20-2820  (0436-20-2920) （在薬）第2697号          平成29年 4月18日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6050641589  くるみ薬局 〒299-0111 （調基１）第82号          平成28年 4月 1日
     市原市姉崎６３４－２０ （在薬）第1815号          平成23年10月 1日
     0436-63-3845  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6060641605  株式会社　カモメディ〒290-0557 （調基１）第1290号        平成28年 4月 1日
     ック　高滝薬局 市原市養老１０００－１ （後発調２）第1318号      平成28年 4月 1日
     0436-98-0083  (0436-98-0083) （在薬）第1705号          平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6070641613  さくら薬局　菊間店 〒290-0007 （調基３）第22号          平成28年 4月 1日
     市原市菊間１１３６－１０ （後発調２）第2145号      平成29年12月 1日
     0436-43-0091  (0436-40-1373) （か薬）第623号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1638号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6080641621  御所薬局 〒290-0066 （調基１）第1016号        平成28年 4月 1日
     市原市五所字福間久１３６－２ （後発調１）第2692号      平成29年 6月 1日
     0436-43-4444  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6090641639  なんそう薬局 〒290-0225 （調基１）第836号         平成28年 4月 1日
     市原市牛久８７９－６ （後発調２）第1602号      平成28年 8月 1日
     0436-92-5800  (0436-92-5801) （在薬）第1925号          平成24年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6100641647  あけぼの薬局　光風台〒290-0255 （調基１）第1834号        平成28年 4月 1日
     店 市原市光風台２－１４８－２ （後発調２）第2247号      平成30年 2月 1日
     0436-36-5518  (0436-36-5832) （在薬）第1713号          平成22年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6110641654  リーフ薬局 〒290-0143 （調基１）第525号         平成28年 4月 1日
     市原市ちはら台西６－２３－３７ （後発調２）第1231号      平成28年 4月 1日
     0436-63-6955  (0436-63-6956) （か薬）第273号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1770号          平成23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)

  6120641662  東邦薬局　海保店 〒290-0266 （調基３）第179号         平成29年 4月 1日
     市原市海保１１７－４ （後発調２）第1151号      平成28年 4月 1日
     0436-63-7346  (0436-63-7347) （在薬）第1765号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6130641670  薬局くすりの福太郎　〒299-0111 （調基３）第93号          平成28年 4月 1日
     市原姉崎店 市原市姉崎３４１５－１ （後発調２）第2019号      平成29年 8月 1日
     0436-60-7729  (0436-60-7729) （在薬）第2774号          平成29年 9月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6140641688  有限会社　サン調剤薬〒299-0111 （調基２）第14号          平成28年 4月 1日
     局 市原市姉崎７８９－３ （後発調１）第2411号      平成28年 8月 1日
     0436-62-6246  (0436-62-7795)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6150641704  ヤックスドラッグ辰巳〒290-0003 （調基３）第129号         平成28年 4月 1日
     台薬局 市原市辰巳台東２－１５ （在薬）第1905号          平成24年 4月 1日
     0436-75-4706  (0436-75-4707)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6160641720  ファーコス薬局　だい〒299-0111 （調基１）第1423号        平成28年 4月 1日
     した 市原市姉崎１９０５－１ （調）第123号             平成28年 4月 1日
     0436-60-7177  (0436-60-7178) （後発調２）第1737号      平成28年11月 1日
     （薬菌）第159号           平成30年 2月 1日
     （在調）第188号           平成25年 4月 1日
     （か薬）第305号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第1890号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6170641738  ベル薬局　姉崎駅前 〒299-0110 （調基１）第539号         平成28年 4月 1日
     市原市姉崎東３－１－３小泉ビル （調）第462号             平成29年 4月 1日
     １Ｆ （か薬）第963号           平成29年 4月 1日
     0436-63-6678  (0436-63-6679) （在薬）第2051号          平成25年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6180641746  有限会社　長寿薬局　〒290-0055 （調基１）第73号          平成28年 4月 1日
     長寿薬局 市原市五井東１－１４－２５ （後発調１）第1424号      平成28年 4月 1日
     0436-26-6091  (0436-26-6092) （か薬）第163号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6190641761  株式会社　大洋メディ〒290-0050 （調基１）第1056号        平成28年 4月 1日
     カルサプライ　大洋薬市原市更級１－７－１６ （後発調１）第2820号      平成29年10月 1日
     局　市原中央店 0436-20-7071  (0436-20-7072) （在薬）第2093号          平成25年 8月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6200641779  秋山薬局 〒290-0054 （調基１）第759号         平成28年 4月 1日
     市原市五井中央東１－１１－２０ （調）第466号             平成29年 4月 1日
     0436-21-8117  (0436-24-8197) （後発調１）第2246号      平成28年 6月 1日
     （か薬）第943号           平成29年 3月 1日
     （在薬）第2008号          平成25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)

  6210641787  ローソンクオール薬局〒290-0062 （調基１）第1644号        平成28年 4月 1日
     市原八幡店 市原市八幡１－４ （調）第530号             平成29年 7月 1日
     0436-40-1489  (0436-40-1490) （後発調１）第2077号      平成28年 4月 1日
     （か薬）第795号           平成28年11月 1日
     （在薬）第2062号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6220641803  ウエルシア薬局市原五〒290-0054 （調基１）第634号         平成28年 4月 1日
     井中央店 市原市五井中央東２－２６－３ （後発調１）第2309号      平成28年 7月 1日
     0436-20-9333  (0436-20-9335) （在薬）第2315号          平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6230641811  アシカ薬局 〒290-0050 （調基３）第46号          平成28年 4月 1日
     市原市更級２－５－３ （か薬）第1179号          平成29年12月 1日
     0436-20-7611  (0436-20-7612) （在薬）第2787号          平成29年 9月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6240641837  ウエルシア薬局市原青〒299-0102 （調基１）第627号         平成28年 4月 1日
     柳店 市原市青柳５４２－１ （後発調２）第1688号      平成28年10月 1日
     0436-26-9300  (0436-26-9301) （在薬）第2312号          平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6250641845  有限会社　戸田薬局 〒290-0221 （調基２）第55号          平成28年 4月 1日
     市原市馬立８１７ （後発調１）第1711号      平成28年 4月 1日
     0436-95-1522  (0436-95-1514)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6260641852  桃太郎薬局　やわた店〒290-0062 （調基１）第1474号        平成28年 4月 1日
     市原市八幡１２４－１ （調）第288号             平成28年 5月 1日
     0436-40-1193  (0436-40-1589) （後発調１）第2490号      平成28年10月 1日
     （か薬）第88号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第2246号          平成26年 7月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6270641860  ライム薬局 〒290-0007 （調基１）第480号         平成28年 4月 1日
     市原市菊間２４９－１
     0436-37-2387  (0436-37-2388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6280641878  ウエルシア薬局市原光〒290-0255 （調基１）第630号         平成28年 4月 1日
     風台店 市原市光風台２－４７０ （後発調２）第1998号      平成29年 8月 1日
     0436-20-5570  (0436-20-5571) （在薬）第2251号          平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6290641886  タカダ薬局　ちはら台〒290-0143 （調基１）第992号         平成28年 4月 1日
     店 市原市ちはら台西２－１１－３ （後発調１）第2660号      平成29年 4月 1日
     0436-37-2454  (0436-75-2452) （か薬）第1065号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第2362号          平成27年 3月31日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6300641894  薬局ここ楽　ちはら台〒290-0142 （調基１）第914号         平成28年 4月 1日
     店 市原市ちはら台南１－１－１２ （後発調２）第1304号      平成28年 4月 1日
     0436-67-1245  (0436-67-1246) （在薬）第2281号          平成26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   69

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  6310641910  ファーコス薬局姉ケ崎〒299-0111 （調基３）第152号         平成28年 4月 1日
     市原市姉崎１１７ （後発調２）第1539号      平成28年 6月 1日
     0436-60-3021  (0436-60-3022) （か薬）第572号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2355号          平成27年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6320641936  アイク薬局 〒290-0142 （調基１）第292号         平成28年 4月 1日
     市原市ちはら台南３－１０－１９ （後発調１）第2262号      平成28年 6月 1日
     0436-50-2025  (0436-50-2026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6330641944  みずき薬局　市原店 〒290-0003 （調基１）第1253号        平成28年 4月 1日
     市原市辰巳台東４－７－２０ （後発調２）第1517号      平成28年 6月 1日
     0436-37-1955  (0436-37-1956) （か薬）第1214号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第2418号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6340641951  ミドリ薬局 〒290-0056 （調基１）第2133号        平成29年 4月 1日
     市原市五井９１５ （調）第571号             平成29年11月 1日
     0436-21-7390  (0436-23-8091) （後発調１）第2378号      平成28年 8月 1日
     （在調）第427号           平成28年 2月 1日
     （か薬）第1142号          平成29年11月 1日
     （在薬）第2419号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6350641969  薬局タカサ　若宮団地〒290-0006 （調基３）第82号          平成28年 4月 1日
     店 市原市若宮３－２－１０ （後発調１）第2633号      平成29年 3月 1日
     0436-41-2600  (0436-41-2601) （在調）第617号           平成29年10月 1日
     （在薬）第2443号          平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6360641977  アイン薬局　五井店 〒290-0056 （調基３）第39号          平成28年 4月 1日
     市原市五井５１６８－３ （後発調２）第1301号      平成28年 4月 1日
     0436-26-7128  (0436-20-3310) （在調）第506号           平成28年 9月 1日
     （か薬）第717号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2451号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6370641985  ウエルシア薬局市原辰〒290-0004 （調基１）第649号         平成28年 4月 1日
     巳台店 市原市辰巳台西２－５ （後発調２）第2254号      平成30年 3月 1日
     0436-75-5261  (0436-75-5262) （在薬）第2471号          平成27年12月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6380641993  ヤックスドラッグ市原〒290-0062 （調基１）第2003号        平成28年 8月 1日
     八幡薬局 市原市八幡３３６－１ （後発調２）第1951号      平成29年 5月 1日
     0436-37-6103  (0436-37-6104)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6390642009  薬局タカサうるいど店〒290-0170 （調基３）第166号         平成28年 9月 1日
     市原市うるいど南３－１－４ （後発調２）第1709号      平成28年 9月 1日
     0436-76-8400  (0436-76-8401) （在調）第516号           平成28年 9月 1日
     （在薬）第2569号          平成28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   70

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  6400642017  アイセイ薬局　辰巳台〒290-0003 （調基３）第169号         平成28年10月 1日
     店 市原市辰巳台東５－５ （後発調１）第2540号      平成28年10月 1日
     0436-76-8552  (0436-74-8787) （在調）第537号           平成28年10月 1日
     （か薬）第845号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2617号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6410642025  こすもす薬局 〒290-0051 （調基１）第2046号        平成28年10月 1日
     市原市君塚２－１７－１４ （後発調２）第1749号      平成28年10月 1日
     0436-63-7071  (0436-63-7072) （在調）第531号           平成28年10月 1日
     （か薬）第836号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2600号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6420642033  マリオン薬局　にいほ〒290-0206 （調基１）第2143号        平成29年 4月 1日
     り店 市原市新堀９３６－３ （後発調１）第2777号      平成29年 9月 1日
     0436-37-7311  (0436-37-7312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6430642041  株式会社岡本薬局 〒290-0056 （調基１）第2161号        平成29年 5月 1日
     市原市五井２７３９－２ （後発調２）第2076号      平成29年11月 1日
     0436-21-0614  (0436-21-0610) （在薬）第2708号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6440642058  ヤックスドラッグ市原〒290-0003 （調基１）第2193号        平成29年 7月 1日
     辰巳台薬局 市原市辰巳台東１－１－１ （後発調２）第2063号      平成29年10月 1日
     0436-26-7125  (0436-26-7126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6450642066  光風台薬局 〒290-0255 （調基１）第2197号        平成29年 7月 1日
     市原市光風台１－１ （調）第541号             平成29年 7月 1日
     0436-37-8588  (0436-37-8587) （後発調１）第2754号      平成29年 7月 1日
     （か薬）第1091号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第2739号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6460642074  ウエルシア薬局市原ち〒290-0141 （調基１）第2215号        平成29年 9月 1日
     はら台店 市原市ちはら台東８－３－１ （後発調２）第2190号      平成30年 1月 1日
     0436-52-7720  (0436-52-7721) （在薬）第2752号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6470642082  ウエルシア薬局市原国〒290-0075 （調基１）第2213号        平成29年 9月 1日
     分寺台店 市原市南国分寺台４－１－１ （後発調２）第2255号      平成30年 3月 1日
     0436-20-8077  (0436-20-8078) （在薬）第2750号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6480710012  株式会社中村薬局 〒289-1732 （調基１）第497号         平成28年 4月 1日
     山武郡横芝光町横芝７３５ （か薬）第741号           平成28年 8月 1日
     0479-82-5100  (0479-82-1061) （在薬）第2510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)

  6490710020  株式会社　片貝薬局 〒283-0104 （調基１）第285号         平成28年 4月 1日
     山武郡九十九里町片貝３４８９ （調）第315号             平成28年 6月 1日
     0475-76-2062  (0475-76-2242) （後発調１）第2647号      平成29年 4月 1日
     （薬菌）第39号            平成20年 7月 1日
     （在調）第127号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第646号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第56号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6500710038  有限会社　鈴木薬局 〒283-0104 （調基１）第1822号        平成28年 4月 1日
     山武郡九十九里町片貝６９０３－ （後発調１）第2868号      平成29年12月 1日
     １ （在薬）第360号           平成11年11月 1日
     0475-76-2055  (0475-76-8707)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6510740076  有限会社米澤薬局 〒299-3202 （調基１）第1889号        平成28年 4月 1日
     大網白里市南今泉４６０７ （後発調２）第1706号      平成28年10月 1日
     04757-7-4422  （か薬）第241号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第331号           平成11年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6520740100  有限会社原田薬局 〒289-1624 （調基１）第1953号        平成28年 4月 1日
     山武郡芝山町小池２４７３－４ （後発調２）第1203号      平成28年 4月 1日
     0479-77-2105  (0479-77-3276) （在薬）第1861号          平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6530740241  みずほ薬局 〒299-3235 （調基１）第321号         平成28年 4月 1日
     大網白里市駒込１６６１－３ （在薬）第2347号          平成27年 2月17日
     0475-73-3555  (0475-73-3553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6540740266  セガミ薬局　大網店 〒299-3236 （調基１）第1652号        平成28年 4月 1日
     大網白里市みやこ野１－２－１大 （調）第80号              平成28年 4月 1日
     網三枝ビル１Ｆ （後発調２）第2246号      平成30年 2月 1日
     0475-73-4682  (0475-73-4682) （在調）第604号           平成29年 8月 1日
     （か薬）第251号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1358号          平成20年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6550740472  すみれ薬局　大網駅前〒299-3235 （調基１）第1202号        平成28年 4月 1日
     店 大網白里市駒込４４８－１ （後発調１）第1919号      平成28年 4月 1日
     0475-72-3711  （在調）第88号            平成24年 4月 1日
     （在薬）第1602号          平成22年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6560740571  有限会社石井調剤薬局〒299-3202 （調基１）第1851号        平成28年 4月 1日
     　なの花薬局 大網白里市南今泉７５－５ （後発調２）第1306号      平成28年 4月 1日
     0475-70-5505  (0475-70-5506) （在薬）第580号           平成13年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6570740589  みつわ薬局　横芝店 〒289-1732 （調基１）第290号         平成28年 4月 1日
     山武郡横芝光町横芝４２５－１６
     真砂ハイツ１０８
     0479-80-0135  (0479-80-0136)



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)

  6580740597  有限会社すみれ薬局　〒299-3235 （調基１）第1207号        平成28年 4月 1日
     すみれ薬局　大網店 大網白里市駒込１４８３－１
     0475-72-6885  (0475-72-6996)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6590740621  株式会社千葉薬品　ヤ〒289-1624 （調基１）第1706号        平成28年 4月 1日
     ックスドラッグ　芝山山武郡芝山町小池８７３－１ （後発調１）第2888号      平成30年 1月 1日
     薬局 0479-70-8175  (0479-70-8176)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6600741017  有限会社ひかり薬局　〒289-1727 （調基１）第1853号        平成28年 4月 1日
     ひかり薬局 山武郡横芝光町宮川１２０９９－ （後発調１）第2169号      平成28年 4月 1日
     ５ （在薬）第563号           平成13年 1月 1日
     0479-80-3333  (0479-84-0065)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6610741025  有限会社毎日薬局　毎〒289-1727 （調基１）第933号         平成28年 4月 1日
     日薬局　東陽店 山武郡横芝光町宮川１２０９９－ （調）第485号             平成29年 5月 1日
     ４ （後発調２）第1633号      平成28年 8月 1日
     0479-80-3434  (0479-80-3435) （薬菌）第52号            平成24年 4月 1日
     （在調）第218号           平成26年 2月 1日
     （か薬）第982号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第1873号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6620741033  株式会社ヴェリック　〒289-1727 （調基１）第1152号        平成28年 4月 1日
     平和堂薬局　光店 山武郡横芝光町宮川１１９４９－ （後発調２）第2294号      平成30年 3月 1日
     ５ （在薬）第737号           平成15年 1月 1日
     0479-80-3666  (0479-80-3667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6630741041  有限会社毎日薬局　毎〒289-1732 （調基１）第929号         平成28年 4月 1日
     日薬局　横芝本町店 山武郡横芝光町横芝７２４ （調）第110号             平成28年 4月 1日
     0479-82-6521  (0479-82-6522) （在調）第389号           平成27年10月 1日
     （か薬）第189号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2154号          平成25年12月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6640741058  株式会社はあと薬局　〒283-0104 （調基２）第2号           平成28年 4月 1日
     はあと薬局 山武郡九十九里町片貝３５６５ （後発調２）第1129号      平成28年 4月 1日
     0475-70-7272  (0475-70-7273)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6650741066  マリオン薬局　大網店〒299-3234 （調基１）第788号         平成28年 4月 1日
     大網白里市みずほ台１－２－１５ （後発調２）第1540号      平成28年 6月 1日
     0475-73-8351  (0475-73-8352) （在薬）第2075号          平成25年 7月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6660741074  株式会社シフト　つつ〒299-3234 （調基１）第52号          平成28年 4月 1日
     じ薬局　大網店 大網白里市みずほ台１－２９－１ （後発調１）第2343号      平成28年 7月 1日
     １ （在薬）第2576号          平成28年 9月28日
     0475-70-8515  (0475-70-8516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

  6670741082  有限会社つくし　コー〒299-3241 （調基１）第574号         平成28年 4月 1日
     セー薬局　季美の森店大網白里市季美の森南１－３０－ （後発調２）第2061号      平成29年10月 1日
     ６
     0475-53-5596  (0475-70-1590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6680741090  株式会社アスティック〒299-3241 （調基１）第227号         平成28年 4月 1日
     　季美の森薬局 大網白里市季美の森南３－３－２
     ５
     0475-70-0131  (0475-70-0170)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6690741108  さくら薬局　大網白里〒299-3221 （調基２）第24号          平成28年 4月 1日
     店 大網白里市富田８８３－１ （後発調２）第1495号      平成28年 6月 1日
     0475-70-2300  (0475-70-2310) （在調）第359号           平成27年 6月 1日
     （か薬）第601号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1639号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6700741132  サンメディカルひなた〒289-1625 （調基１）第516号         平成28年 4月 1日
     薬局 山武郡芝山町新井田４８－６ （後発調２）第1222号      平成28年 4月 1日
     0479-75-4770  (0479-75-4771) （在薬）第2017号          平成25年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6710741140  すみれ薬局　駒込店 〒299-3236 （調基１）第2108号        平成29年 4月 1日
     大網白里市みやこ野２－１－７ （後発調１）第2265号      平成28年 6月 1日
     0475-72-6992  (0475-72-6962)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6720741157  ヤックスケアタウン　〒299-3264 （調基１）第1106号        平成28年 4月 1日
     大網増穂薬局 大網白里市柿餅字前野３４番外 （調）第253号             平成28年 4月 1日
     0475-70-8815  (0475-70-8825) （薬菌）第65号            平成24年11月 1日
     （在調）第122号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第513号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1909号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6730741165  ウエルシア薬局成田三〒289-1608 （調基１）第639号         平成28年 4月 1日
     里塚店 山武郡芝山町岩山２２６４－８ （後発調２）第1959号      平成29年 6月 1日
     0479-77-1127  (0479-77-1128) （在薬）第2188号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6740741173  ヤックスドラッグ横芝〒289-1732 （調基１）第2192号        平成29年 7月 1日
     光薬局 山武郡横芝光町横芝２１４８－１ （後発調２）第2225号      平成30年 2月 1日
     0479-85-7107  (0479-85-7108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6750741181  サンドラッグ九十九里〒283-0104 （調基１）第2220号        平成29年 9月 1日
     薬局 山武郡九十九里町片貝３９１－２ （後発調２）第2178号      平成30年 1月 1日
     0475-76-1033  (0475-76-1033) （在薬）第2758号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6760741199  渡辺薬局 〒283-0104 （調基１）第2287号        平成30年 1月 1日
     山武郡九十九里町片貝１７２６－ （後発調１）第2911号      平成30年 1月 1日
     ５ （か薬）第1232号          平成30年 1月 1日
     0475-76-7606  (0475-76-8940) （在薬）第2844号          平成30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   74

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  6770800052  ウザワ薬局 〒283-0062 （調基１）第509号         平成28年 4月 1日
     東金市家徳６６４ （後発調１）第1604号      平成28年 4月 1日
     0475-53-3881  （在薬）第339号           平成11年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6780810010  有限会社灰吹屋鈴木薬〒283-0802 （調基１）第1884号        平成28年 4月 1日
     局 東金市東金９９７ （調）第512号             平成29年 6月 1日
     0475-52-3185  (0475-52-3186) （後発調１）第1906号      平成28年 4月 1日
     （在調）第441号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第1026号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第641号           平成14年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6790810044  東光堂薬局 〒283-0802 （調基１）第287号         平成28年 4月 1日
     東金市東金１２４０ （後発調１）第1473号      平成28年 4月 1日
     0475-54-0240  (0475-52-4824) （在薬）第450号           平成12年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6800840066  吉野屋薬局 〒283-0005 （調基１）第242号         平成28年 4月 1日
     東金市田間２０４５ （か薬）第935号           平成29年 4月 1日
     0475-52-2623  (0475-55-1485) （在薬）第353号           平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6810840116  東口岸本薬局 〒283-0068 （調基１）第413号         平成28年 4月 1日
     東金市東岩崎８－１０ （調）第510号             平成29年 6月 1日
     0475-52-5507  (0475-55-3487) （後発調１）第2470号      平成28年10月 1日
     （薬菌）第142号           平成28年 4月 1日
     （在調）第240号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第1022号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第325号           平成11年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6820840140  有限会社松屋薬局　有〒283-0067 （調基１）第160号         平成28年 4月 1日
     限会社松屋薬局 東金市東上宿１６－１４ （後発調１）第1401号      平成28年 4月 1日
     0475-55-0058  (0475-53-1068) （か薬）第919号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第803号           平成15年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6830840207  薬局漢方閣 〒283-0068 （調基１）第1236号        平成28年 4月 1日
     東金市東岩崎２－２６－１５メイ （調）第345号             平成28年 7月 1日
     プル５　１０２号 （か薬）第694号           平成28年 7月 1日
     0475-52-8171  (0475-52-8577) （在薬）第861号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6840840272  有限会社つくし　コー〒283-0031 （調基１）第168号         平成28年 4月 1日
     セー薬局　南原店 東金市薄島４０３－２ （か薬）第687号           平成28年 7月 1日
     0475-50-8580  (0475-50-8581) （在薬）第769号           平成15年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6850840280  有限会社すみれ薬局　〒283-0066 （調基１）第1400号        平成28年 4月 1日
     すみれ薬局　東金店 東金市南上宿５－３４－４ （後発調２）第1931号      平成29年 4月 1日
     0475-50-1667  (0475-50-1705)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

  6860840306  有限会社小野薬局　小〒283-0803 （調基１）第1852号        平成28年 4月 1日
     野薬局 東金市日吉台４－３－２ （後発調１）第2274号      平成28年 6月 1日
     0475-55-4678  (0475-55-4689) （か薬）第937号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第686号           平成14年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6870840355  ファーコス薬局　こぐ〒283-0063 （調基３）第51号          平成28年 4月 1日
     ま 東金市堀上字下大割１４５３ （在薬）第1036号          平成17年11月 1日
     0475-54-6810  (0475-54-6813)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6880840363  総合メディカル株式会〒283-0062 （調基１）第1584号        平成28年 4月 1日
     社　そうごう薬局　東東金市家徳１２４－５ （調）第25号              平成28年 4月 1日
     金店 0475-58-1051  (0475-58-7352) （後発調１）第2532号      平成28年11月 1日
     （か薬）第78号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第1712号          平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6890840371  さんわ薬局 〒283-0062 （調基２）第107号         平成28年 4月 1日
     東金市家徳字中南１２５－２５
     0475-58-1155  (0475-58-1156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6900840389  ウエルシア薬局　東金〒283-0065 （調基１）第684号         平成28年 4月 1日
     押堀店 東金市押堀３３ （後発調２）第2027号      平成29年 9月 1日
     0475-50-0271  (0475-50-0272) （在薬）第2296号          平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6910840397  ファーコス薬局　まき〒283-0062 （調基１）第2172号        平成29年 7月 1日
     のき 東金市家徳１２４－５ （後発調２）第2209号      平成30年 2月 1日
     0475-58-2301  (0475-58-2302) （か薬）第1202号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第1314号          平成19年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6920840421  みどり調剤薬局 〒283-0811 （調基１）第1216号        平成28年 4月 1日
     東金市台方２０５８－３ （調）第42号              平成28年 4月 1日
     047-550-3340  (047-550-3341) （後発調２）第1601号      平成28年 8月 1日
     （か薬）第107号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1764号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6930840447  有限会社萩原薬局　漢〒283-0068 （調基１）第533号         平成28年 4月 1日
     方専科ファーマシーは東金市東岩崎６－５ （在薬）第1935号          平成24年 7月 1日
     ぎわら 0475-52-1818  (0475-52-1788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6940840454  クラフト株式会社　さ〒283-0066 （調基１）第351号         平成28年 4月 1日
     くら薬局　東金南上宿東金市南上宿４１－１５ （後発調２）第1987号      平成29年 7月 1日
     店 0475-53-5271  (0475-53-5287) （在薬）第1966号          平成24年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6950840462  アップル薬局　東金店〒283-0005 （調基１）第1275号        平成28年 4月 1日
     東金市田間２－２２－８ （後発調２）第1954号      平成29年 5月 1日
     0475-53-6972  (0475-53-6973) （か薬）第734号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第2072号          平成25年 7月 4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   76

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  6960840470  すみれ薬局　季美の森〒283-0823 （調基１）第1203号        平成28年 4月 1日
     店 東金市山田６６９－５０ （後発調１）第2851号      平成29年11月 1日
     0475-78-3981  (0475-78-3456) （か薬）第1118号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6970840496  すばる薬局 〒283-0002 （調基１）第854号         平成28年 4月 1日
     東金市求名７７－１ （後発調２）第1299号      平成28年 4月 1日
     0475-78-3719  (0475-78-3720) （在薬）第2318号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6980840504  アイン薬局東千葉店 〒283-0823 （調基１）第725号         平成28年 4月 1日
     東金市山田５８９－１ （調）第535号             平成29年 7月 1日
     0475-77-7231  (0475-77-7232) （後発調２）第1488号      平成28年 5月 1日
     （薬菌）第126号           平成27年11月 1日
     （在調）第399号           平成27年11月 1日
     （か薬）第718号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2449号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6990840512  アイワ薬局　東金店 〒283-0066 （調基１）第1736号        平成28年 4月 1日
     東金市南上宿４１－２５ （後発調１）第1740号      平成28年 4月 1日
     0475-50-6166  (0475-50-6167) （在調）第505号           平成28年 9月 1日
     （か薬）第742号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第2481号          平成28年 1月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7000840520  ファーコス薬局　東金〒283-0066 （調基１）第1026号        平成28年 4月 1日
     東金市南上宿１－１－１４ （後発調２）第1511号      平成28年 6月 1日
     0475-50-7711  (0475-53-0301) （か薬）第1239号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第2521号          平成28年 5月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7010840538  あさひ薬局 〒283-0062 （調基１）第2097号        平成29年 2月 1日
     東金市家徳３７－１０ （後発調１）第2636号      平成29年 2月 1日
     0475-50-8080  (0475-50-8081) （在薬）第2673号          平成29年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7020840546  あおぞら薬局　東金店〒283-0802 （調基１）第2201号        平成29年 7月 1日
     東金市東金字岩崎下５８２－６４ （後発調２）第2010号      平成29年 7月 1日
     0475-50-4193  (0475-50-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7030840553  ヤックスドラッグ東金〒283-0005 （調基１）第2270号        平成29年12月 1日
     新町薬局 東金市田間１３－９ （後発調２）第2299号      平成30年 3月 1日
     0475-78-5573  (0475-78-5574)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7040940056  養の薬局 〒299-0257 （調基１）第1160号        平成28年 4月 1日
     袖ケ浦市神納２－１１－９ （調）第570号             平成29年10月 1日
     0438-62-8815  （後発調１）第2836号      平成29年10月 1日
     （在調）第578号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第1136号          平成29年10月 1日
     （在薬）第1260号          平成19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)

  7050940098  株式会社スミレ調剤薬〒299-0246 （調基２）第108号         平成28年 4月 1日
     局　株式会社スミレ調袖ケ浦市長浦駅前４－２－２ （後発調２）第1871号      平成29年 3月 1日
     剤薬局 0438-63-0947  (0438-63-7559) （在薬）第65号            平成 8年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7060940114  株式会社タカサ　薬局〒299-0245 （調基１）第1122号        平成28年 4月 1日
     タカサ　長浦店 袖ケ浦市蔵波台６－１９－２６ （か薬）第1165号          平成29年12月 1日
     0438-63-8055  (0438-63-8045) （在薬）第103号           平成 9年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7070940148  よこた薬局 〒299-0236 （調基１）第1492号        平成28年 4月 1日
     袖ケ浦市横田２６２４－１１ （後発調２）第1491号      平成28年 5月 1日
     0438-75-6680  (0438-75-6661) （在薬）第701号           平成14年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7080940163  やまもと薬局　袖ケ浦〒299-0263 （調基１）第1631号        平成28年 4月 1日
     店 袖ケ浦市奈良輪２－５－１３ （後発調２）第1420号      平成28年 4月 1日
     0438-63-6181  （か薬）第743号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第500号           平成12年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7090940171  有限会社なりまつ薬品〒299-0261 （調基１）第45号          平成28年 4月 1日
     　なりまつ薬品　福王袖ケ浦市福王台２－１－１ （後発調１）第2257号      平成28年 6月 1日
     台店 0438-62-6966  (0438-62-8618) （在薬）第2552号          平成28年 8月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7100940189  薬局タカサ　袖ケ浦店〒299-0257 （調基３）第72号          平成28年 4月 1日
     袖ケ浦市神納２－１７－７ （在薬）第461号           平成12年 2月 1日
     0438-60-2080  (0438-60-2081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7110940205  豊島薬局 〒299-0236 （調基１）第1574号        平成28年 4月 1日
     袖ケ浦市横田１１５０－２
     0438-75-2628  (0438-75-5520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7120940221  マリオン薬局　長浦店〒299-0245 （調基１）第795号         平成28年 4月 1日
     袖ケ浦市蔵波台６－１－６ （後発調２）第1275号      平成28年 4月 1日
     0438-60-7488  (0438-60-7489) （在薬）第674号           平成14年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7130940247  有限会社ひまわり　あ〒299-0236 （調基１）第320号         平成28年 4月 1日
     おば薬局 袖ケ浦市横田３６６８ （後発調１）第2415号      平成28年 8月 1日
     0438-60-5675  (0438-60-5676) （か薬）第739号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第896号           平成16年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7140940254  株式会社ウィーズ　サ〒299-0245 （調基１）第366号         平成28年 4月 1日
     ンリツ薬局　長浦店 袖ケ浦市蔵波台５－１９－５ （調）第165号             平成28年 4月 1日
     0438-60-8350  (0438-60-8351) （か薬）第357号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1092号          平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7150940262  株式会社千葉薬品　ヤ〒299-0245 （調基１）第1708号        平成28年 4月 1日
     ックスドラッグ　袖ケ袖ケ浦市蔵波台５－１９－３ （後発調１）第2917号      平成30年 2月 1日
     浦薬局 0438-60-8496  (0438-60-8497) （在薬）第688号           平成14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   78

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  7160940270  フラワー薬局のざと店〒299-0211 （調基１）第6号           平成28年 4月 1日
     袖ケ浦市野里１７７３－３ （後発調１）第2444号      平成28年 8月 1日
     0438-75-8055  （か薬）第526号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第809号           平成15年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7170940304  クオール薬局　長浦店〒299-0245 （調基３）第78号          平成28年 4月 1日
     袖ケ浦市蔵波台４－１０－１１ （後発調２）第1852号      平成29年 2月 1日
     0438-63-1953  (0438-63-1983) （か薬）第1120号          平成29年10月 1日
     （在薬）第1319号          平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7180940312  有限会社藤田薬局　い〒299-0257 （調基１）第1150号        平成28年 4月 1日
     まむら薬局 袖ケ浦市神納６１７－８ （後発調２）第1637号      平成28年 8月 1日
     0438-40-4562  (0438-40-4563) （か薬）第1256号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第1391号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7190940320  株式会社タカサ　薬局〒299-0263 （調基１）第1299号        平成28年 4月 1日
     タカサ　奈良輪店 袖ケ浦市奈良輪５３４－１ （調）第57号              平成28年 4月 1日
     0438-60-1577  （後発調２）第2079号      平成29年11月 1日
     （在調）第556号           平成28年12月 1日
     （か薬）第133号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1491号          平成21年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7200940346  有限会社ひまわり　く〒299-0245 （調基１）第465号         平成28年 4月 1日
     らなみ薬局 袖ケ浦市蔵波台３－３－１２ （後発調２）第2103号      平成29年11月 1日
     0438-63-2807  (043-63-2807) （か薬）第740号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1923号          平成24年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7210940353  たんぽぽ薬局袖ケ浦店〒299-0245 （調基１）第896号         平成28年 4月 1日
     袖ケ浦市蔵波台５－１７－７ （後発調１）第1736号      平成28年 4月 1日
     0438-63-6671  (0438-63-6672) （在薬）第2127号          平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7220940361  ゆう調剤薬局 〒299-0257 （調基１）第1227号        平成28年 4月 1日
     袖ケ浦市神納６８８－５ （後発調２）第1363号      平成28年 4月 1日
     0438-53-7385  (0438-53-7386) （か薬）第577号           平成28年 5月23日
     （在薬）第2138号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7230940379  すずらん薬局 〒299-0242 （調基１）第2073号        平成28年12月 1日
     袖ケ浦市久保田２８６４－８ （後発調２）第1872号      平成29年 3月 1日
     0438-97-7260  (0428-97-7261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7240940387  ならわ薬局 〒299-0263 （調基１）第2157号        平成29年 5月 1日
     袖ケ浦市奈良輪１３８６－１（７ （後発調２）第2017号      平成29年 8月 1日
     街区２－６画地） （在薬）第2705号          平成29年 5月 1日
     0438-38-5559  (0438-38-5544)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

  7250940395  ヤックスドラッグ横田〒299-0236 （調基１）第2267号        平成29年12月 1日
     薬局 袖ケ浦市横田１２１０ （後発調１）第2947号      平成30年 3月 1日
     0438-97-5026  (0438-97-5027)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7261000082  池田薬局 〒292-0061 （調基１）第738号         平成28年 4月 1日
     木更津市岩根４‐１１‐２
     0438-41-6587  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7271010024  有限会社　やなぎ屋薬〒292-0015 （調基１）第829号         平成28年 4月 1日
     局 木更津市本郷１－６－１７ （後発調１）第1738号      平成28年 4月 1日
     0438-41-2669  (0438-41-7816)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7281010073  有限会社　シオヅカ薬〒292-0014 （調基１）第1912号        平成28年 4月 1日
     局　有限会社　シオヅ木更津市高柳３－１－２８
     カ薬局 0438-41-1366  (0438-41-1366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7291040203  やながわ薬局駅前店 〒292-0057 （調基１）第1189号        平成28年 4月 1日
     木更津市東中央１‐１‐７
     0438-25-3574  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7301040211  有限会社うさぎ薬局 〒292-0067 （調基１）第1817号        平成28年 4月 1日
     木更津市中央１‐１６‐２１
     0438-22-2741  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7311040229  本郷薬局 〒292-0015 （調基３）第122号         平成28年 4月 1日
     木更津市本郷１－６－１１ （後発調１）第2058号      平成28年 4月 1日
     0438-41-7637  （か薬）第31号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第1630号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7321040278  ひまわり薬局 〒292-0831 （調基２）第39号          平成28年 4月 1日
     木更津市富士見２‐９‐２７ （在薬）第108号           平成 9年 6月 1日
     0438-23-5711  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7331040310  やまと薬局 〒292-0805 （調基１）第1163号        平成28年 4月 1日
     木更津市大和１－９－６ （調）第34号              平成28年 4月 1日
     0438-23-5351  (0438-25-7170) （後発調１）第2227号      平成28年 6月 1日
     （薬菌）第104号           平成26年12月 1日
     （か薬）第60号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第1259号          平成19年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7341040328  かずさ薬局　請西店 〒292-0801 （調基１）第887号         平成28年 4月 1日
     木更津市請西２‐５‐２４ （か薬）第1083号          平成29年 8月 1日
     0438-37-7101  (0438-37-7102) （在薬）第1262号          平成19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   80

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  7351040369  わかば薬局 〒292-0057 （調基１）第1161号        平成28年 4月 1日
     木更津市東中央２‐１０‐１４ （調）第23号              平成28年 4月 1日
     0438-25-1119  (0438-25-1119) （後発調１）第2513号      平成28年11月 1日
     （か薬）第58号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第1258号          平成19年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7361040377  桔梗屋　斎田薬局 〒292-0067
     木更津市中央１‐５‐１６
     0438-22-2039  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7371040435  ベル薬局　清見台 〒292-0045 （調基１）第452号         平成28年 4月 1日
     木更津市清見台３－６－３　Ａ１ （か薬）第278号           平成28年 4月 1日
     ０１ （在薬）第1111号          平成18年 4月 1日
     0438-23-7347  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7381040468  薬局タカサ　畑沢店 〒292-0826 （調基１）第1119号        平成28年 4月 1日
     木更津市畑沢南４－５－３１ （後発調１）第2502号      平成28年11月 1日
     0438-30-1331  (0438-30-1332) （在調）第355号           平成27年 6月 1日
     （か薬）第1167号          平成29年12月 1日
     （在薬）第465号           平成12年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7391040484  畑沢薬局 〒292-0825 （調基１）第523号         平成28年 4月 1日
     木更津市畑沢４－３－４
     0438-37-5757  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7401040518  有限会社アクア薬局　〒292-0003 （調基１）第943号         平成28年 4月 1日
     アクア薬局 木更津市万石１４３－１ （後発調１）第2394号      平成28年 8月 1日
     0438-40-1077  (0438-40-1076) （在薬）第140号           平成10年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7411040542  木更津太陽堂薬局 〒292-0044 （調基１）第1327号        平成28年 4月 1日
     木更津市太田４－１６－６ （調）第302号             平成28年 4月 1日
     0438-25-5252  （後発調２）第2049号      平成29年 9月 1日
     （か薬）第595号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第863号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7421040567  株式会社エビス薬局　〒292-0036 （調基２）第63号          平成28年 4月 1日
     すごう店 木更津市菅生溝下７３４－２ （後発調２）第1882号      平成29年 3月 1日
     0438-30-5380  (0438-30-5320) （在調）第561号           平成29年 1月 1日
     （か薬）第257号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第739号           平成15年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7431040591  ヒロ薬局　木更津店 〒292-0015 （調基１）第510号         平成28年 4月 1日
     木更津市本郷１－１２－３４ （後発調１）第1560号      平成28年 4月 1日
     0438-40-1860  （在薬）第741号           平成15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   81

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  7441040609  株式会社エンゼル薬局〒292-0014 （調基１）第1871号        平成28年 4月 1日
     木更津市高柳１－６－３０ （調）第529号             平成29年 7月 1日
     0438-40-1933  (0438-40-1939) （後発調２）第1451号      平成28年 4月 1日
     （在調）第396号           平成27年12月 1日
     （か薬）第1027号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第534号           平成12年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7451040617  有限会社ケーワイメデ〒292-0823 （調基１）第895号         平成28年 4月 1日
     ィカル　新町薬局 木更津市桜井新町３－１－１８
     0438-30-2275  (0438-30-2276)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7461040625  小泉薬局 〒292-0201 （調基１）第1940号        平成28年 4月 1日
     木更津市真里谷１５ （後発調１）第2168号      平成28年 4月 1日
     0438-53-4087  (0438-53-4088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7471040641  株式会社会営かずさ薬〒292-0822 （調基２）第45号          平成28年 4月 1日
     局　かずさ薬局　桜井木更津市桜井９８４－３ （在薬）第1261号          平成19年 3月 1日
     店 0438-30-2468  (0438-37-7576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7481040666  株式会社薬王　アサヒ〒292-0055 （調基２）第16号          平成28年 4月 1日
     薬局　本店 木更津市朝日３－６－１４ （か薬）第201号           平成29年 4月 1日
     0438-25-9383  (0438-25-9303) （在薬）第2587号          平成28年10月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7491040674  ミドリ薬局 〒292-0815
     木更津市大久保２－１９－１５
     0438-36-5686  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7501040708  株式会社タカサ　薬局〒292-0042 （調基１）第1114号        平成28年 4月 1日
     タカサ　南清見台店 木更津市清見台南１－４－２３ （か薬）第1209号          平成30年 1月 1日
     0438-30-9800  (0438-30-9801) （在薬）第827号           平成16年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7511040724  有限会社アポロドラッ〒292-0055 （調基１）第1489号        平成28年 4月 1日
     グ　アポロ薬局　朝日木更津市朝日３－２－３３ （在薬）第704号           平成14年10月 1日
     店 0438-22-2266  (0438-22-6022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7521040740  株式会社タカサ　薬局〒292-0826 （調基３）第69号          平成28年 4月 1日
     タカサ　第２畑沢店 木更津市畑沢南２－２２－７ （後発調２）第1612号      平成28年 8月 1日
     0438-30-2100  (0438-30-2101) （在薬）第829号           平成16年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7531040757  株式会社薬王　アサヒ〒292-0201 （調基１）第280号         平成28年 4月 1日
     薬局　馬来田店 木更津市真里谷２４９－３ （後発調１）第1472号      平成28年 4月 1日
     0438-40-7571  (0438-40-7570) （か薬）第203号           平成29年 3月 1日
     （在薬）第2589号          平成28年10月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7541040807  有限会社　アートキャ〒292-0802 （調基１）第98号          平成28年 4月 1日
     スティング　春生堂薬木更津市真舟２－４－１３
     局 0438-37-1700  



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)

  7551040815  株式会社　日本アポッ〒292-0822 （調基１）第2134号        平成29年 4月 1日
     ク　薬局アポック　木木更津市桜井９９５－２ （後発調１）第2387号      平成28年 8月 1日
     更津店 0438-30-1866  （か薬）第483号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第780号           平成15年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7561040823  株式会社　スミレ調剤〒292-0818 （調基１）第828号         平成28年 4月 1日
     薬局　スミレ薬局かず木更津市かずさ鎌足２－３－９ （後発調２）第1281号      平成28年 4月 1日
     さアカデミア店 0438-20-5015  （在薬）第2511号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7571040831  株式会社くすりの福太〒292-0822 （調基１）第2138号        平成29年 4月 1日
     郎　薬局くすりの福太木更津市桜井１２９６－１ （在薬）第1239号          平成19年 1月 1日
     郎　木更津２号店 0438-30-7751  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7581040856  どんぐり薬局 〒292-0805 （調基１）第758号         平成28年 4月 1日
     木更津市大和１－７－２２ （か薬）第1023号          平成29年 6月 1日
     0438-22-3555  （在薬）第2234号          平成26年 5月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7591040864  ひかり薬局　岩根店 〒292-0061 （調基２）第5号           平成28年 4月 1日
     木更津市岩根２－４－１ （後発調１）第2177号      平成28年 5月 1日
     0438-40-1181  (0438-40-1180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7601040898  有限会社　古川薬局 〒292-0055 （調基１）第778号         平成28年 4月 1日
     木更津市朝日２－２－２３ （後発調１）第1713号      平成28年 4月 1日
     0438-22-2575  (0438-38-3009) （在薬）第1048号          平成17年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7611040914  なのはな薬局 〒292-0805 （調基１）第732号         平成28年 4月 1日
     木更津市大和３－５－２４ （在薬）第1474号          平成20年 4月 1日
     0438-20-3370  (0438-20-3371)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7621040930  有限会社　泉　たかさ〒292-0016 （調基１）第1164号        平成28年 4月 1日
     ご薬局 木更津市高砂３－２－１７ （調）第521号             平成29年 7月 1日
     0438-41-7810  (0438-41-7820) （後発調１）第1874号      平成28年 4月 1日
     （在調）第295号           平成26年 8月 1日
     （か薬）第1055号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第1257号          平成19年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7631040955  株式会社タカサ　薬局〒292-0038 （調基１）第1303号        平成28年 4月 1日
     タカサ　ほたる野店 木更津市ほたる野３－２４－１５ （調）第58号              平成28年 4月 1日
     0438-30-5141  （後発調１）第2554号      平成28年12月 1日
     （か薬）第134号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1297号          平成19年 6月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7641040963  クオール薬局　八幡台〒292-0814 （調基１）第1873号        平成28年 4月 1日
     店 木更津市八幡台３－１－３０ （後発調２）第1528号      平成28年 6月 1日
     0438-37-0711  （在調）第567号           平成29年 2月 1日
     （か薬）第255号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1320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   83

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  7651040971  有限会社アポロドラッ〒292-0831 （調基１）第1488号        平成28年 4月 1日
     グ　アポロ薬局 木更津市富士見１－７－１７ （在薬）第1338号          平成19年11月 1日
     0438-23-1227  (0438-23-1301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7661040989  有限会社ケーワイメデ〒292-0806 （調基１）第893号         平成28年 4月 1日
     ィカル　みさき薬局 木更津市請西東４－６－１３
     0438-40-4423  (0438-40-4424)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7671040997  有限会社レインフィー〒292-0038 （調基１）第1479号        平成28年 4月 1日
     ルド企画　桃太郎薬局木更津市ほたる野３－３０－３ （調）第113号             平成28年 4月 1日
     　ほたる野店 0438-97-1589  (0438-97-1593) （後発調１）第1944号      平成28年 4月 1日
     （か薬）第91号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第1359号          平成20年 1月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7681041003  有限会社清葉　ひかり〒292-0057 （調基１）第94号          平成28年 4月 1日
     薬局　東中央店 木更津市東中央２－３－５
     0438-20-1331  (0438-20-1330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7691041011  株式会社ＳＯＳＡいと〒292-0061 （調基１）第711号         平成28年 4月 1日
     う薬局　いとう薬局 木更津市岩根１－１－１ （後発調１）第2256号      平成28年 6月 1日
     0438-41-6641  (0438-41-5525) （在薬）第2698号          平成29年 4月18日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7701041037  株式会社千葉薬品　ヤ〒292-0045 （調基１）第1709号        平成28年 4月 1日
     ックスドラッグ　木更木更津市清見台１－１７－２０
     津清見台薬局 0438-20-6321  (0438-20-6322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7711041045  有限会社エービーシー〒292-0038 （調基１）第581号         平成28年 4月 1日
     企画　アイ薬局　ほた木更津市ほたる野２－４２－６ （後発調２）第1221号      平成28年 4月 1日
     る野店 0438-30-4800  (0438-30-4801) （か薬）第778号           平成28年10月 1日
     （在薬）第1808号          平成23年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7721041078  薬局ここ楽　木更津店〒292-0014 （調基１）第912号         平成28年 4月 1日
     木更津市高柳１－５－２８ （在薬）第1774号          平成23年 5月 1日
     0438-40-0855  (0438-40-0856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7731041086  ぎおん薬局 〒292-0053 （調基１）第460号         平成28年 4月 1日
     木更津市永井作１－１０－３ （後発調１）第2206号      平成28年 5月 1日
     0438-40-5073  (0438-40-5074) （か薬）第1258号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第1936号          平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7741041110  ヤックスドラッグ木更〒292-0822 （調基３）第145号         平成28年 4月 1日
     津桜井薬局 木更津市桜井１２９４－１ （薬菌）第58号            平成24年 4月 1日
     0438-30-0222  (0438-30-0223) （在薬）第1919号          平成24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   84

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  7751041136  株式会社タカサ　薬局〒292-0042 （調基３）第76号          平成28年 4月 1日
     タカサ　清見台店 木更津市清見台南１－７－２３ （在調）第380号           平成27年 9月 1日
     0438-98-8784  (0438-30-5058) （か薬）第1105号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第1959号          平成24年 7月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7761041144  株式会社健栄　ファー〒292-0832 （調基１）第2106号        平成29年 4月 1日
     マシーきみさらず 木更津市新田１－１１－２４ （か薬）第898号           平成29年 1月 1日
     0438-53-7325  (0438-53-7326) （在薬）第2043号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7771041151  株式会社　タカサ　薬〒292-0807 （調基３）第79号          平成28年 4月 1日
     局タカサ　請西店 木更津市請西南４－２－１１ （後発調２）第1653号      平成28年 9月 1日
     0438-30-6011  (0438-30-6012) （か薬）第1163号          平成29年12月 1日
     （在薬）第1997号          平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7781041169  有限会社ミノベ薬局 〒292-0805 （調基２）第13号          平成28年 4月 1日
     木更津市大和２－２２－１ （後発調１）第1467号      平成28年 4月 1日
     0438-25-4640  (0438-25-4640)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7791041177  薬局タカサ　第２請西〒292-0807 （調基１）第1124号        平成28年 4月 1日
     店 木更津市請西南５－２５－２ （調）第579号             平成29年12月 1日
     0438-30-6050  (0438-30-6051) （後発調２）第2266号      平成30年 3月 1日
     （か薬）第941号           平成29年 3月 1日
     （在薬）第2172号          平成26年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7801041185  ウエルシア薬局木更津〒292-0014 （調基１）第631号         平成28年 4月 1日
     高柳店 木更津市高柳２－３－２７ （後発調１）第2451号      平成28年10月 1日
     0438-40-0662  (0438-40-0663) （在薬）第2269号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7811041193  イオン薬局木更津店 〒292-0835 （調基１）第2117号        平成29年 4月 1日
     木更津市築地１－４ （後発調１）第1951号      平成28年 4月 1日
     0438-38-8609  (0438-38-8619) （か薬）第1181号          平成29年12月 1日
     （在薬）第2330号          平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7821041201  はとりの薬局 〒292-0819 （調基１）第1588号        平成28年 4月 1日
     木更津市羽鳥野７－１８－４ （後発調１）第2408号      平成28年 8月 1日
     0438-30-6277  (0438-30-6287)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7831041219  にじいろ薬局 〒292-0803 （調基１）第54号          平成28年 4月 1日
     木更津市幸町３－１－１２－Ｂ （後発調１）第1414号      平成28年 4月 1日
     0438-53-8097  (0438-53-8098) （在薬）第2430号          平成27年10月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7841041227  イオン薬局きさらづ朝〒292-0055 （調基１）第1749号        平成28年 4月 1日
     日店 木更津市朝日３－１０－１９ （後発調１）第2833号      平成29年10月 1日
     0438-97-6260  (0438-97-6261) （在薬）第2406号          平成27年 9月15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)

  7851041235  とみざわ薬局大和店 〒292-0805 （調基１）第1162号        平成28年 4月 1日
     木更津市大和２－２－１６ （調）第9号               平成28年 4月 1日
     0438-38-3780  (0438-38-3781) （後発調１）第2228号      平成28年 6月 1日
     （在調）第416号           平成28年 1月 1日
     （か薬）第59号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第2468号          平成27年12月 9日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7861041243  アイセイ薬局　ほたる〒292-0038 （調基１）第2051号        平成28年10月 1日
     野店 木更津市ほたる野３－２３－１ （調）第411号             平成28年10月 1日
     0438-30-5071  (0438-98-3540) （後発調１）第2713号      平成29年 6月 1日
     （在調）第536号           平成28年10月 1日
     （か薬）第843号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2615号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7871041276  かずさ薬局　東太田店〒292-0043 （調基１）第2089号        平成29年 2月 1日
     木更津市東太田４－１－１ （後発調１）第2748号      平成29年 8月 1日
     0438-38-5531  (0438-38-5532) （在薬）第2685号          平成29年 3月30日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7881041284  桃太郎薬局おおだ山店〒292-0044 （調基１）第2093号        平成29年 3月 1日
     木更津市太田３－２－２ （後発調１）第2732号      平成29年 7月 1日
     0438-20-1189  (0438-20-1193) （か薬）第1127号          平成29年10月 1日
     （在薬）第2669号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7891041292  株式会社　エビス薬局〒292-0061 （調基２）第124号         平成29年 5月 1日
     　いわね店 木更津市岩根３－１０－６ （後発調２）第1946号      平成29年 5月 1日
     0438-40-1132  (0438-40-1148) （在薬）第2704号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7901041300  アサヒ薬局東口店 〒292-0056 （調基１）第2166号        平成29年 5月 1日
     木更津市木更津２－１－２７ （か薬）第1006号          平成29年 5月 1日
     0438-23-9383  (0438-23-9301) （在薬）第2712号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7911041318  港南台ファミリー薬局〒292-0827 （調基１）第2177号        平成29年 6月 1日
     木更津市港南台３－４－２５ （後発調２）第2075号      平成29年10月 1日
     0438-38-4992  (0438-38-4993) （在薬）第2719号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7921041326  共創未来　木更津薬局〒292-0009 （調基１）第2204号        平成29年 8月 1日
     木更津市金田東４－１１－１ （後発調２）第2104号      平成29年11月 1日
     0438-42-1101  (0438-42-1102) （在薬）第2744号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7931041334  いづしま薬局 〒292-0038 （調基１）第2293号        平成30年 1月 5日
     木更津市ほたる野１－２８－４ （後発調２）第2267号      平成30年 1月 5日
     0438-30-5255  (0438-30-5256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7941140086  渡辺薬局 〒292-0421 （調基１）第219号         平成28年 4月 1日
     君津市久留里市場５６９
     0439-27-3226  



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)

  7951140094  有限会社ケンモツ薬局〒299-1173 （調基１）第79号          平成28年 4月 1日
     君津市外箕輪１‐３６‐７ （後発調２）第1132号      平成28年 4月 1日
     0439-55-2110  （か薬）第108号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第665号           平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7961140185  薬局タカサ　君津店 〒299-1145 （調基３）第75号          平成28年 4月 1日
     君津市西坂田３‐２‐２９ （後発調１）第2932号      平成30年 3月 1日
     0439-54-7447  （か薬）第1166号          平成29年12月 1日
     （在薬）第471号           平成12年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7971140219  まごころ薬局 〒299-1162 （調基１）第1112号        平成28年 4月 1日
     君津市南子安４－３１－２ （調）第207号             平成28年 4月 1日
     0439-52-2876  （後発調１）第1964号      平成28年 4月 1日
     （か薬）第430号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1592号          平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7981140227  久保薬局 〒299-1152 （調基１）第143号         平成28年 4月 1日
     君津市久保４－２－２２ （後発調２）第2109号      平成29年12月 1日
     0439-57-0014  (0439-57-2814)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7991140235  薬局タカサ　もくし店〒299-1163 （調基３）第73号          平成28年 4月 1日
     君津市杢師２－１６－４ （か薬）第942号           平成29年 3月 1日
     0439-50-1231  (0439-50-1458) （在薬）第467号           平成12年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8001140243  アルファー薬局 〒299-1144 （調基２）第18号          平成28年 4月 1日
     君津市東坂田４－８－１４ （後発調１）第2426号      平成28年 9月 1日
     0439-57-0921  (0439-54-8523) （か薬）第258号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第75号            平成 8年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8011140268  かしの木薬局　久留里〒292-0454 （調基１）第1671号        平成28年 4月 1日
     店 君津市青柳３６－３ （後発調１）第1988号      平成28年 4月 1日
     0439-27-2912  (0439-27-2913) （在薬）第980号           平成17年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8021140284  太田薬品株式会社　な〒299-1151 （調基１）第578号         平成28年 4月 1日
     なせ薬局　中野店 君津市中野４－１６－２０ （後発調２）第1296号      平成28年 4月 1日
     0439-50-3131  (0439-50-3132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8031140318  キョウアイ薬局　君津〒299-1163 （調基１）第891号         平成28年 4月 1日
     店 君津市杢師１－１－３ （在薬）第438号           平成11年12月 1日
     0439-54-2020  (0439-54-3567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8041140326  有限会社堀内薬局 〒292-0421 （調基１）第827号         平成28年 4月 1日
     君津市久留里市場１５０
     0439-27-2051  (0439-27-2861)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

  8051140342  ファーコス薬局　こい〒299-1106 （調基１）第2078号        平成29年 1月 1日
     と 君津市中島２６７ （調）第522号             平成29年 7月 1日
     0439-70-1125  (0439-70-1126) （後発調１）第1839号      平成28年 4月 1日
     （在調）第34号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第1057号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第583号           平成13年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8061140359  株式会社タカサ　薬局〒299-1164 （調基３）第70号          平成28年 4月 1日
     タカサ　君津北久保店君津市北久保２－２－１６ （在薬）第831号           平成16年 2月 1日
     0439-57-7090  (0439-57-7091)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8071140367  有限会社イガラシ薬局〒299-1162 （調基１）第1952号        平成28年 4月 1日
     　有限会社イガラシ薬君津市南子安６－４－１０
     局 0439-55-2477  (0439-55-2509)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8081140433  アネックス　アルファ〒299-1144 （調基１）第427号         平成28年 4月 1日
     ー薬局 君津市東坂田４－７－１３ （調）第105号             平成28年 4月 1日
     0439-50-0501  (0439-52-8071) （後発調１）第2665号      平成29年 5月 1日
     （薬菌）第35号            平成18年 1月 1日
     （在調）第110号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第259号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1049号          平成17年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8091140441  五和薬品有限会社　薬〒299-1144 （調基１）第1034号        平成28年 4月 1日
     局スミレ　君津店 君津市東坂田１－５－５ （調）第28号              平成28年 4月 1日
     0439-57-5591  (0439-57-5592) （後発調１）第2921号      平成30年 2月 1日
     （在調）第330号           平成27年 2月 1日
     （か薬）第67号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第1180号          平成18年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8101140474  株式会社千葉薬品　ヤ〒299-1147 （調基１）第1710号        平成28年 4月 1日
     ックスドラッグ君津人君津市人見２－２０－１０
     見薬局 0439-57-7733  (0439-57-7778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8111140516  ウエルシア薬局　君津〒299-1173 （調基１）第693号         平成28年 4月 1日
     外箕輪店 君津市外箕輪４－１－２２ （後発調１）第2865号      平成29年12月 1日
     0439-50-3166  (0439-50-3167) （在薬）第2299号          平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8121140540  株式会社ウィーズＴ　〒299-1144 （調基１）第403号         平成28年 4月 1日
     君津薬局　東坂田店 君津市東坂田４－８－７ （調）第327号             平成28年 6月 1日
     0439-50-0180  （か薬）第477号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1703号          平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8131140557  株式会社サカキ　トウ〒299-1121 （調基１）第1283号        平成28年 4月 1日
     キョウ薬局 君津市常代５－３－１３ （後発調２）第1313号      平成28年 4月 1日
     0439-27-0233  (0439-27-0252) （か薬）第890号           平成29年 1月 1日
     （在薬）第1601号          平成22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   88

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  8141140581  株式会社エビス薬局　〒299-1162 （調基１）第514号         平成28年 4月 1日
     南子安店 君津市南子安２－８－３１ （後発調２）第1208号      平成28年 4月 1日
     0439-50-0063  (0439-50-0064) （在薬）第1958号          平成24年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8151140607  薬局タカサ　八重原店〒299-1162 （調基３）第83号          平成28年 4月 1日
     君津市南子安９－１８－７ （か薬）第1079号          平成29年 8月 1日
     0439-50-0551  (0439-50-0552) （在薬）第1810号          平成23年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8161140615  さんのまる薬局 〒292-0432 （調基１）第1603号        平成28年 4月 1日
     君津市浦田５－２ （後発調２）第1910号      平成29年 4月 1日
     0439-27-0336  (0439-27-0361) （か薬）第1211号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第1824号          平成23年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8171140631  ななせ薬局大和田店 〒299-1146 （調基１）第579号         平成28年 4月 1日
     君津市大和田５－１－４ （後発調１）第1796号      平成28年 4月 1日
     0439-27-1311  (0439-27-1312) （か薬）第878号           平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8181140656  ウエルシア薬局君津中〒299-1106 （調基１）第625号         平成28年 4月 1日
     島店 君津市中島２８５－３ （後発調２）第2112号      平成29年12月 1日
     0439-70-1202  (0439-70-1203) （在薬）第2310号          平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8191140664  かずさ薬局　南子安店〒299-1162 （調基１）第694号         平成28年 4月 1日
     君津市南子安８丁目１９番２９号 （在薬）第2057号          平成25年 5月 1日
     0439-29-6201  (0439-29-6202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8201140672  調剤薬局ツルハドラッ〒299-1162 （調基１）第88号          平成28年 4月 1日
     グ君津店 君津市南子安６－５－１７ （後発調２）第1785号      平成28年12月 1日
     0439-54-2268  (0439-54-2268) （在薬）第2220号          平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8211140680  ウエルシア薬局君津西〒299-1145 （調基１）第614号         平成28年 4月 1日
     坂田店 君津市西坂田１－３－７ （後発調１）第2813号      平成29年10月 1日
     0439-50-3575  (0439-50-3576) （在薬）第2238号          平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8221140698  ななせ薬局久保店 〒299-1152 （調基１）第126号         平成28年 4月 1日
     君津市久保４－８－１ （後発調２）第1545号      平成28年 7月 1日
     0439-27-1432  (0439-27-1433) （か薬）第811号           平成28年11月 1日
     （在薬）第2249号          平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8231140706  みのわ薬局 〒299-1175 （調基１）第1835号        平成28年 4月 1日
     君津市内箕輪１－２－９ （後発調１）第2350号      平成28年 7月 1日
     0439-50-0051  (0439-50-0052) （か薬）第476号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2319号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8241140714  調剤薬局マツモトキヨ〒299-1152 （調基２）第50号          平成28年 4月 1日
     シ　君津店 君津市久保１－２－２ （後発調１）第2683号      平成29年 5月 1日
     0439-52-5037  (0439-52-5160) （在薬）第2417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   89

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  8251140722  とみざわ薬局君津店 〒299-1153 （調基１）第2094号        平成29年 3月 1日
     君津市台１－５－４ （在薬）第2670号          平成29年 3月 1日
     0439-32-1311  (0439-32-1312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8261140730  薬局タカサ久保店 〒299-1152 （調基１）第2256号        平成29年12月 4日
     君津市久保４－８－２５ （後発調１）第2910号      平成30年 2月 1日
     0439-50-0287  (0439-50-0288) （在調）第645号           平成29年12月 4日
     （在薬）第2823号          平成29年12月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8271140748  タカダ薬局　西坂田店〒299-1145 （調基１）第2284号        平成29年12月 1日
     君津市西坂田４－６－２２ （後発調１）第2894号      平成29年12月 1日
     0439-50-8793  (0439-50-8779) （在薬）第2839号          平成29年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8281210012  合資会社いわしや薬局〒299-1607 （調基１）第286号         平成28年 4月 1日
     富津市湊１８
     0439-67-0047  (0439-67-0047)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8291210046  有限会社　丸薬局 〒293-0042 （調基１）第1291号        平成28年 4月 1日
     富津市小久保２７５９ （後発調１）第1979号      平成28年 4月 1日
     0439-65-4767  （在薬）第2647号          平成28年11月30日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8301210061  有限会社タマキ薬局 〒299-1753 （調基１）第100号         平成28年 4月 1日
     富津市上後２５９ （後発調２）第2121号      平成29年12月 1日
     0439-68-0012  (0439-68-1512) （在薬）第386号           平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8311240118  内野薬局 〒293-0058 （調基１）第77号          平成28年 4月 1日
     富津市佐貫２５６ （在薬）第493号           平成12年 4月 1日
     0439-66-0330  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8321240126  かずさ薬局　富津店 〒293-0036 （調基２）第46号          平成28年 4月 1日
     富津市千種新田８４４－２ （在薬）第1263号          平成19年 3月 1日
     0439-65-5566  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8331240134  大塚薬局　湊店 〒299-1607 （調基２）第6号           平成28年 4月 1日
     富津市湊字富士見台４９０－１ （後発調１）第1448号      平成28年 4月 1日
     0439-80-7277  (0439-80-7270) （か薬）第196号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1156号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8341240175  たけおか薬局 〒299-1621 （調基１）第898号         平成28年 4月 1日
     富津市竹岡６４５ （後発調１）第1737号      平成28年 4月 1日
     0439-70-6565  (0439-70-6566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8351240183  たんぽぽ薬局 〒293-0001 （調基１）第894号         平成28年 4月 1日
     富津市大堀４－１－２１
     0439-80-3777  (0439-80-4777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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   90

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  8361240191  みずき薬局 〒299-1611 （調基１）第322号         平成28年 4月 1日
     富津市長崎３３１－２ （後発調２）第1168号      平成28年 4月 1日
     0439-70-6622  (0439-70-6633) （か薬）第960号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2509号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8371240217  有限会社ファースト企〒293-0006 （調基１）第1200号        平成28年 4月 1日
     画　オリーブ薬局 富津市下飯野１３５０－６ （調）第515号             平成29年 6月 1日
     0439-88-6700  (0439-88-6701) （か薬）第1039号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第1373号          平成20年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8381240266  ヤックスドラッグ富津〒293-0036 （調基１）第1704号        平成28年 4月 1日
     大貫薬局 富津市千種新田１２４４ （調）第434号             平成28年12月 1日
     0439-80-5690  (0439-80-5691) （か薬）第971号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1917号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8391240274  合資会社いわしや薬局〒299-1617 （調基１）第714号         平成28年 4月 1日
     　売津店 富津市売津１５３－２ （後発調１）第1689号      平成28年 4月 1日
     0439-29-6350  (0439-29-6351) （在薬）第2205号          平成26年 4月 3日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8401240282  ポプラ薬局 〒293-0001 （調基１）第584号         平成28年 4月 1日
     富津市大堀４９８－１ （か薬）第14号            平成29年 4月 1日
     0439-27-1234  (0439-27-1235)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8411240290  ウエルシア薬局富津大〒293-0035 （調基１）第2004号        平成28年 8月 1日
     貫店 富津市西大和田１３４０ （後発調２）第2194号      平成30年 2月 1日
     0439-80-5061  (0439-80-5062) （在薬）第2549号          平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8421240308  イオン薬局富津店 〒293-0012 （調基１）第2118号        平成29年 4月 1日
     富津市青木１－５－１ （後発調２）第2143号      平成29年12月 1日
     0439-80-1867  (0439-80-1868) （在薬）第2547号          平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8431240316  山久薬局 〒293-0001 （調基２）第114号         平成28年 9月 1日
     富津市大堀２－１４－１２ （在薬）第2584号          平成28年 9月 1日
     0439-87-1320  (0439-87-9679)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8441240324  アイセイ薬局　ななせ〒293-0012 （調基１）第2052号        平成28年10月 1日
     店 富津市青木１６４５－１１ （後発調２）第1753号      平成28年10月 1日
     0439-87-1110  (0439-87-1112) （在調）第598号           平成29年 7月 1日
     （か薬）第844号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2616号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8451240332  薬局スミレ富津店 〒293-0001 （調基１）第2272号        平成29年12月 1日
     富津市大堀字西原２１２２－２ （後発調１）第2935号      平成30年 3月 1日
     0439-27-1705  (0439-27-1706) （在薬）第2829号          平成29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
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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)

  8461300045  有限会社　エビス薬局〒288-0052 （調基１）第549号         平成28年 4月 1日
     銚子市浜町１１－７ （調）第294号             平成28年 5月 1日
     0479-22-0998  (0479-22-0975) （か薬）第199号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2235号          平成26年 5月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8471310101  有限会社　セキ駅前薬〒288-0044 （調基１）第271号         平成28年 4月 1日
     局 銚子市西芝町１３‐１４
     0479-22-1340  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8481340033  高橋薬局 〒288-0062 （調基１）第1522号        平成28年 4月 1日
     銚子市竹町１５５３
     0479-22-1968  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8491340165  滑藤薬局 〒288-0863 （調基１）第1610号        平成28年 4月 1日
     銚子市野尻町２７
     0479-33-0041  (0479-33-4305)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8501340199  山口薬局 〒288-0014
     銚子市外川町２‐１０６０６
     0479-22-1326  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8511340223  マリンファーマシー 〒288-0817 （調基１）第826号         平成28年 4月 1日
     銚子市清川町４‐１０３５
     0479-24-1326  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8521340231  駅前調剤薬局 〒288-0044 （調基１）第78号          平成28年 4月 1日
     銚子市西芝町４‐５　吉原ビル （後発調２）第1537号      平成28年 6月 1日
     0479-22-8603  (0479-22-8643) （在薬）第25号            平成 7年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8531340272  つばき薬局 〒288-0021 （調基１）第1909号        平成28年 4月 1日
     銚子市小畑新町７５１２ （在薬）第478号           平成12年 3月 1日
     0479-25-5888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8541340280  有限会社田辺薬局　有〒288-0055 （調基１）第886号         平成28年 4月 1日
     限会社田辺薬局 銚子市陣屋町３－１４
     0479-23-7720  (0479-25-2965)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8551340306  有限会社せきね薬局　〒288-0048 （調基１）第189号         平成28年 4月 1日
     有限会社　せきね薬局銚子市双葉町６‐８ （後発調２）第1676号      平成28年 9月 1日
     0479-22-7248  (0479-22-7983) （在薬）第221号           平成11年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8561340454  宮内薬局　南店 〒288-0836 （調基１）第1838号        平成28年 4月 1日
     銚子市松岸町３－２８８－１ （在薬）第1426号          平成20年 6月 1日
     0479-24-1669  (0479-24-1673)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿
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  8571340470  有限会社宮内薬局　宮〒288-0836 （調基１）第1837号        平成28年 4月 1日
     内薬局　イチイ店 銚子市松岸町４－８０８ （在薬）第1497号          平成21年 2月 1日
     0479-25-7737  (0479-25-7768)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8581340488  有限会社秀和薬品　フ〒288-0056 （調基１）第885号         平成28年 4月 1日
     ァミリー薬局 銚子市新生町２－４－１０ （後発調１）第1814号      平成28年 4月 1日
     0479-25-5905  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8591340504  春日堂薬局 〒288-0814 （調基１）第1629号        平成28年 4月 1日
     銚子市春日町１２４４ （か薬）第721号           平成28年 7月 1日
     0479-20-2140  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8601340520  ヤックスドラッグ　銚〒288-0033 （調基１）第1703号        平成28年 4月 1日
     子南小川薬局 銚子市南小川町５６５ （後発調２）第2170号      平成30年 1月 1日
     0479-25-7599  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8611340561  銚子中央薬局 〒288-0053 （調基２）第12号          平成28年 4月 1日
     銚子市東町１５－８ （在薬）第455号           平成12年 2月 1日
     0479-24-9792  (0479-25-4380)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8621340587  オカダ薬局 〒288-0053 （調基１）第825号         平成28年 4月 1日
     銚子市東町１４－１ （後発調１）第2189号      平成28年 5月 1日
     0479-22-2332  （か薬）第169号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8631340595  日新館薬局 〒288-0831 （調基１）第169号         平成28年 4月 1日
     銚子市本城町４－４８８－２
     0479-22-9157  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8641340637  有限会社春日堂薬局　〒288-0801 （調基１）第1628号        平成28年 4月 1日
     春日堂薬局　唐子店 銚子市唐子町８－２６ （か薬）第720号           平成28年 7月 1日
     0479-30-3055  (0479-30-3056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8651340660  スガヤ薬局　長塚店 〒288-0837 （調基１）第763号         平成28年 4月 1日
     銚子市長塚町３－２５０
     0479-23-1320  (0479-25-2604)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8661340678  ヤックスドラッグ銚子〒288-0002 （調基１）第1702号        平成28年 4月 1日
     明神町薬局 銚子市明神町２－２６５ （後発調１）第2640号      平成29年 3月 1日
     0479-20-2180  (0479-20-2181) （か薬）第1213号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8671340686  株式会社くすもと薬局〒288-0014 （調基１）第508号         平成28年 4月 1日
     　株式会社くすもと薬銚子市外川町１－１０６６９
     局 0479-22-1116  (0479-24-2883)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8681340694  有限会社セキカラコ薬〒288-0045 （調基１）第105号         平成28年 4月 1日
     局　セキカラコ薬局　銚子市三軒町１６－６ （後発調１）第2808号      平成29年10月 1日
     三軒町店 0479-22-3303  （か薬）第566号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1872号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8691340702  有限会社セキカラコ薬〒288-0063 （調基１）第720号         平成28年 4月 1日
     局　セキカラコ薬局　銚子市清水町１４４２－１９ （か薬）第567号           平成28年 4月 1日
     和田町店 0479-21-7385  (0479-21-7386) （在薬）第1379号          平成20年 3月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8701340710  ひまわり薬局 〒288-0874 （調基１）第1805号        平成28年 4月 1日
     銚子市豊里台１－１０４４－２０ （在薬）第1520号          平成21年 6月 1日
     0479-21-7110  (0479-21-7120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8711340751  株式会社ヴェリック　〒288-0053 （調基１）第1664号        平成28年 4月 1日
     平和堂薬局　銚子店 銚子市東町６－１１ （後発調２）第1327号      平成28年 4月 1日
     0479-25-7741  (0479-25-7742) （在調）第632号           平成29年10月 1日
     （在薬）第1864号          平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8721340769  有限会社第一メディカ〒288-0056 （調基１）第243号         平成28年 4月 1日
     ル　第一薬局 銚子市新生町２－８－５ （か薬）第243号           平成28年 4月 1日
     0479-23-3536  (0479-23-4811) （在薬）第1539号          平成21年 7月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8731340777  銚子メディクス株式会〒288-0056 （調基１）第1938号        平成28年 4月 1日
     社　フタバ薬局 銚子市新生町１－４８－３ （か薬）第374号           平成28年 4月 1日
     0479-22-6317  (0479-22-6318) （在薬）第1543号          平成21年 7月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8741340785  有限会社　春日堂薬局〒288-0038 （調基１）第1626号        平成28年 4月 1日
     　春日堂薬局　みなみ銚子市南町１２－３ （後発調１）第2067号      平成28年 4月 1日
     店 0479-26-3465  (0479-26-3466) （か薬）第719号           平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8751340793  イオンリテール株式会〒288-0815 （調基３）第131号         平成28年 4月 1日
     社　イオン薬局　銚子銚子市三崎町２－２６６０－１ （後発調１）第2288号      平成28年 6月 1日
     店 0479-20-0128  (0479-20-0129) （か薬）第1219号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第2101号          平成25年 8月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8761340843  三崎町薬局 〒288-0815 （調基１）第1864号        平成28年 4月 1日
     銚子市三崎町２－２６０９－１ （後発調１）第2937号      平成30年 3月 1日
     0479-24-8634  (0479-24-8627) （在調）第395号           平成27年11月 1日
     （か薬）第446号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1695号          平成22年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8771340850  エバト薬局 〒288-0066 （調基１）第548号         平成28年 4月 1日
     銚子市和田町１０－１ （在薬）第1733号          平成22年11月 1日
     0479-25-0575  (0479-22-0656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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   94

   医療機関所在地
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  8781340876  株式会社　マルイヤ薬〒288-0054 （調基１）第1908号        平成28年 4月 1日
     局 銚子市馬場町４－１
     0479-22-1017  (0479-24-3423)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8791340884  春日堂薬局　前宿店 〒288-0031 （調基１）第1625号        平成28年 4月 1日
     銚子市前宿町６２６－１ （か薬）第722号           平成28年 7月 1日
     0479-26-3805  (0479-26-3806)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8801340892  たんぽぽ薬局 〒288-0043 （調基１）第478号         平成28年 4月 1日
     銚子市東芝町３－５ （調）第377号             平成28年 9月 1日
     0479-26-4178  (0479-26-4159) （後発調１）第2181号      平成28年 5月 1日
     （か薬）第474号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1854号          平成24年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8811340918  ミロツ薬局唐子店 〒288-0801 （調基１）第709号         平成28年 4月 1日
     銚子市唐子町３４－６ （後発調２）第1258号      平成28年 4月 1日
     0479-26-3629  (0479-26-3629)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8821340926  株式会社ユアサ薬局　〒288-0031 （調基１）第21号          平成28年 4月 1日
     株式会社ユアサ薬局 銚子市前宿町８５２ （か薬）第244号           平成29年 4月 1日
     0479-21-3207  (0479-21-3208) （在薬）第2194号          平成26年 3月31日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8831340934  フタバ薬局　本店 〒288-0044 （調基１）第1937号        平成28年 4月 1日
     銚子市西芝町１１－５ （後発調１）第2207号      平成28年 5月 1日
     0479-23-3337  (0479-23-3370) （か薬）第373号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2006号          平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8841340942  ダンケ薬局 〒288-0003 （調基１）第2027号        平成28年11月 1日
     銚子市黒生町７３０６－３３ （在薬）第2031号          平成25年 3月 1日
     0479-24-8411  (0479-24-8411)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8851340959  セキカラコ薬局 〒288-0831 （調基１）第2209号        平成29年 9月 1日
     銚子市本城町３－５７－３３ （在薬）第2747号          平成29年 9月 1日
     0479-22-2127  (0479-24-5876)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8861340967  エビス薬局　黒生店 〒288-0003
     銚子市黒生町７１３１－１４
     0479-26-3835  (0479-26-3836)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8871340975  エビス薬局　小畑新町〒288-0021
     店 銚子市小畑新町８２００－５
     0479-25-1510  (0479-25-1512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8881400019  株式会社　タカギ薬局〒289-2521
     旭市ハ‐１８
     0479-63-5222  



届出受理医療機関名簿
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  8891410034  有限会社　土屋薬局　〒289-2504
     有限会社　土屋薬局 旭市ニ‐６５４８‐５９
     0479-62-1067  (0479-62-1067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8901440056  有限会社川岸薬局　有〒289-2501
     限会社川岸薬局 旭市新町３３４－２
     0479-63-3434  (0479-63-3434)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8911440080  合資会社大木薬局　合〒289-2516 （調基１）第905号         平成28年 4月 1日
     資会社大木薬局　中央旭市ロの１４３４－３ （後発調２）第1903号      平成29年 4月 1日
     店 0479-60-1324  (0479-60-1325) （在薬）第1814号          平成23年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8921440106  平和堂薬局　旭大門店〒289-2516 （調基１）第1153号        平成28年 4月 1日
     旭市ロ１４６９－８ （後発調２）第1465号      平成28年 5月 1日
     0479-60-2070  (0479-60-2071) （在薬）第736号           平成15年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8931440114  有限会社鈴木薬局　有〒289-2501 （調基１）第1545号        平成28年 4月 1日
     限会社鈴木薬局 旭市新町８６８－２ （後発調２）第1721号      平成28年11月 1日
     0479-62-0552  (0479-62-0552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8941440122  有限会社　あさひ薬局〒289-2504
     旭市ニ１４０８－１６
     0479-62-5868  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8951441005  有限会社佐瀬太洋堂薬〒289-2705 （調基１）第244号         平成28年 4月 1日
     局　有限会社佐瀬太洋旭市飯岡２３０２－２ （後発調２）第1994号      平成29年 8月 1日
     堂薬局 0479-57-2069  (0479-57-2867) （か薬）第1101号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第2508号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8961441013  アイティオー干潟薬局〒289-0505 （調基１）第297号         平成28年 4月 1日
     旭市萬歳２６５８－１ （後発調２）第1164号      平成28年 4月 1日
     0479-68-1801  (0479-68-1802) （か薬）第791号           平成28年11月 1日
     （在薬）第1384号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8971441021  有限会社毎日薬局　毎〒289-2511 （調基２）第51号          平成28年 4月 1日
     日薬局　旭店 旭市イ４６４０ （後発調１）第2510号      平成28年11月 1日
     0479-62-4077  (0479-62-4078) （在調）第584号           平成29年 5月 1日
     （か薬）第550号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1874号          平成24年 3月29日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8981441039  有限会社毎日薬局　毎〒289-2613 （調基１）第927号         平成28年 4月 1日
     日薬局　海上店 旭市後草３２８６－１ （後発調２）第1288号      平成28年 4月 1日
     0479-50-2521  (0479-50-2522) （在調）第644号           平成29年12月 1日
     （か薬）第548号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1875号          平成24年 3月29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   96

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  8991441047  有限会社春日堂薬局　〒289-2613 （調基１）第1627号        平成28年 4月 1日
     春日堂薬局　海上店 旭市後草２２６２－１ （後発調１）第2066号      平成28年 4月 1日
     0479-50-3330  (0479-50-3331) （か薬）第723号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第2288号          平成26年 9月29日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9001441054  株式会社ＳＴコーポレ〒289-2504 （調基１）第1199号        平成28年 4月 1日
     ーション　たかしん薬旭市ニ１８－２ （後発調２）第1351号      平成28年 4月 1日
     局本店 0479-85-8255  (0479-64-0306) （在薬）第1623号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9011441062  総合メディカル株式会〒289-2511 （調基３）第112号         平成28年 4月 1日
     社　そうごう薬局旭店旭市イ３５８３－１ （後発調２）第1414号      平成28年 4月 1日
     0479-64-1271  (0479-64-1272) （か薬）第231号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1567号          平成21年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9021441070  株式会社千葉薬品　ヤ〒289-2712 （調基１）第1701号        平成28年 4月 1日
     ックスドラッグ　飯岡旭市横根字瀬戸３５０２－１ （後発調２）第1440号      平成28年 4月 1日
     薬局 0479-50-6116  (0479-50-6117) （か薬）第925号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9031441088  株式会社　千葉薬品　〒289-2516 （調基１）第1700号        平成28年 4月 1日
     ヤックスドラッグ旭中旭市ロ谷近３０４－１ （後発調２）第2169号      平成30年 1月 1日
     央薬局 0479-60-1311  (0479-60-1312) （か薬）第926号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9041441096  すみれ薬局　旭店 〒289-2504 （調基１）第1205号        平成28年 4月 1日
     旭市ニ２７７３－１ （後発調１）第1917号      平成28年 4月 1日
     0479-74-8830  (0479-74-8905)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9051441104  有限会社毎日薬局　毎〒289-2516 （調基１）第840号         平成28年 4月 1日
     日薬局　旭田町店 旭市ロ１５３６－１１ （後発調２）第1287号      平成28年 4月 1日
     0479-75-4591  (0479-75-4592) （か薬）第547号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1998号          平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9061441112  ヤックスケアタウン旭〒289-0515 （調基１）第1699号        平成28年 4月 1日
     入野薬局 旭市入野字東一番割７０３－１ （後発調２）第2064号      平成29年10月 1日
     0479-74-7093  (0479-74-7094) （薬菌）第71号            平成25年 4月 1日
     （か薬）第927号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2041号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9071441120  マモル薬局 〒289-2501 （調基１）第558号         平成28年 4月 1日
     旭市新町３３３－５ （後発調２）第1217号      平成28年 4月 1日
     0479-74-8646  (0479-74-8646) （か薬）第295号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9081441138  毎日薬局　干潟店 〒289-0518 （調基１）第839号         平成28年 4月 1日
     旭市秋田１７４８ （後発調２）第1286号      平成28年 4月 1日
     0479-74-7467  (0479-74-7468) （在調）第423号           平成28年 2月 1日
     （か薬）第544号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2190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   97

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  9091441146  日本調剤　旭薬局 〒289-2511 （調基３）第31号          平成28年 4月 1日
     旭市イの１４６９ （後発調２）第1253号      平成28年 4月 1日
     0479-62-6711  (0479-62-6712) （在調）第582号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第321号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2374号          平成27年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9101441161  とまと薬局　旭店 〒289-2511 （調基１）第884号         平成28年 4月 1日
     旭市イ１６３８－４ （後発調２）第1248号      平成28年 4月 1日
     0479-85-6672  (0479-85-6673)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9111441187  ヤックスドラッグ旭薬〒289-2511 （調基１）第2136号        平成29年 4月 1日
     局　中央病院前店 旭市イ字京六沼１４１３－１ （後発調２）第1441号      平成28年 4月 1日
     0479-85-6631  (0479-85-6632) （か薬）第1041号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第2644号          平成28年11月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9121441195  調剤薬局マツモトキヨ〒289-2511 （調基３）第34号          平成28年 4月 1日
     シ　旭店 旭市イ１６４３－１ （後発調２）第1289号      平成28年 4月 1日
     0479-60-3037  (0479-60-3038) （在薬）第2380号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9131441203  日本調剤　旭病院前薬〒289-2511 （調基特１）第2号         平成29年 3月 1日
     局 旭市イの１４１９－１ （調）第449号             平成29年 3月 1日
     0479-62-6670  (0479-62-6701) （後発調２）第1252号      平成28年 4月 1日
     （薬菌）第144号           平成28年 6月 1日
     （在調）第580号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第320号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2382号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9141441229  へいわどう薬局　旭店〒289-2516 （調基１）第1602号        平成28年 4月 1日
     旭市ロ４０２－２ （後発調２）第1423号      平成28年 4月 1日
     0479-62-6524  (0479-62-6925) （在薬）第2505号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9151441237  カワチ薬局　旭店 〒289-2504 （調基１）第2088号        平成29年 2月 1日
     旭市ニの５３８４－１ （後発調２）第1955号      平成29年 6月 1日
     0479-62-5041  (0479-62-5042)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9161441245  トウカンメディカル　〒289-2511 （調基１）第2195号        平成29年 7月 1日
     ファイン薬局 旭市イ１４１４－３ （後発調２）第1992号      平成29年 7月 1日
     0479-85-6300  (0479-85-6311) （在薬）第2735号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9171441252  たかしん薬局サンモー〒289-2511 （調基１）第2203号        平成29年 8月 1日
     ル店 旭市イ２６７６－１
     0479-62-7788  (0479-62-7789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9181940022  春日薬局 〒279-0002 （調基１）第33号          平成28年 4月 1日
     浦安市北栄１‐６‐２ （在薬）第395号           平成11年11月 1日
     047-351-7013  (047-351-6537)



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   98

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  9191940154  有限会社　ウラヤス薬〒279-0011 （調基１）第1981号        平成28年 6月 1日
     局 浦安市美浜３‐２６‐１３
     0473-51-9435  (047-381-7042)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9201940170  ヤマザキ薬局 〒279-0022 （調基１）第323号         平成28年 4月 1日
     浦安市今川１‐１１‐５７ （在薬）第397号           平成11年11月 1日
     0473-54-6787  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9211940220  有限会社コガ薬局 〒279-0004 （調基１）第1553号        平成28年 4月 1日
     浦安市猫実４－１８－２３ （調）第283号             平成28年 4月 1日
     047-351-2796  (047-353-9524) （在調）第242号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第574号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第335号           平成11年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9221940253  日本調剤　新浦安薬局〒279-0012 （調基１）第863号         平成28年 4月 1日
     浦安市入船１－４－１イオン新浦 （調）第212号             平成28年 4月 1日
     安店７階 （後発調１）第2557号      平成28年12月 1日
     047-381-2078  (047-381-2080) （在調）第280号           平成26年 7月 1日
     （か薬）第441号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第435号           平成11年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9231940279  ココカラファイン薬局〒279-0012 （調基１）第1649号        平成28年 4月 1日
     　新浦安店 浦安市入船１－５－１　ＭＯＮＡ （調）第481号             平成29年 5月 1日
     新浦安２階 （後発調１）第2926号      平成30年 2月 1日
     047-381-2615  (047-381-2795) （在調）第651号           平成30年 1月 1日
     （か薬）第557号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1357号          平成20年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9241940337  タカハシ薬局 〒279-0041 （調基１）第1843号        平成28年 4月 1日
     浦安市堀江６－２－２１ （か薬）第160号           平成28年 4月 1日
     047-353-4113  （在薬）第391号           平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9251940345  東京ドラッグ 〒279-0002 （調基１）第1949号        平成28年 4月 1日
     浦安市北栄１－１１－１
     047-351-4642  (047-351-4692)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9261940378  コスモ調剤薬局 〒279-0012 （調基１）第1096号        平成28年 4月 1日
     浦安市入船１－４－１イオン新浦 （調）第487号             平成29年 5月 1日
     安店６Ｆ （在調）第444号           平成28年 4月 1日
     047-381-2281  (047-381-2255) （か薬）第987号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第100号           平成 9年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9271940410  有限会社グリーン薬局〒279-0001 （調基１）第1621号        平成28年 4月 1日
     　グリーン薬局 浦安市当代島１－２－７　ＡＢマ （後発調１）第2469号      平成28年10月 1日
     ンション１Ｆ （在調）第276号           平成26年 7月 1日
     047-380-0848  (047-380-0849) （在薬）第200号           平成10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   99

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  9281940485  ユニオン新浦安薬局 〒279-0022 （調基１）第140号         平成28年 4月 1日
     浦安市今川１－１－３５ （後発調１）第2759号      平成29年 8月 1日
     047-381-8506  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9291940535  薬局くすりの福太郎　〒279-0002 （調基１）第1380号        平成28年 4月 1日
     浦安駅前店 浦安市北栄１－３－３４グランデ （後発調２）第2297号      平成30年 3月 1日
     ュール峯崎１－１Ｆ （在薬）第1242号          平成19年 1月 1日
     047-316-7403  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9301940543  薬局メディクス 〒279-0012 （調基１）第1260号        平成28年 4月 1日
     浦安市入船４－１－４ （調）第380号             平成28年 9月 1日
     047-304-7400  (047-304-7401) （後発調１）第1940号      平成28年 4月 1日
     （在調）第226号           平成26年 3月 1日
     （か薬）第650号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第865号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9311940576  株式会社くすりの福太〒279-0001 （調基１）第1382号        平成28年 4月 1日
     郎　薬局くすりの福太浦安市当代島３－４－１７ （後発調１）第2563号      平成28年12月 1日
     郎　浦安店 047-305-8080  (047-305-8080) （在薬）第1245号          平成19年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9321940725  田辺薬局　浦安高洲店〒279-0023 （調基１）第1581号        平成28年 4月 1日
     浦安市高洲３－１－２５ （調）第136号             平成28年 4月 1日
     047-382-0293  (047-382-0296) （後発調１）第2639号      平成29年 3月 1日
     （在調）第175号           平成24年10月 1日
     （か薬）第310号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第959号           平成17年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9331940766  ウエルシア薬局　浦安〒279-0001 （調基１）第650号         平成28年 4月 1日
     駅前店 浦安市当代島１－１－２３ （後発調２）第2117号      平成29年12月 1日
     047-316-8648  (047-316-8608) （在薬）第1085号          平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9341940774  ウイング薬局 〒279-0022 （調基１）第139号         平成28年 4月 1日
     浦安市今川１－１－３５ （後発調１）第2595号      平成29年 2月 1日
     047-306-2757  (047-306-2757)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9351940824  株式会社フラント　あ〒279-0003 （調基１）第1128号        平成28年 4月 1日
     いケア薬局　浦安店 浦安市海楽２－１－３　浅見ハイ （調）第440号             平成29年 2月 1日
     ツ１階 （後発調１）第1965号      平成28年 4月 1日
     047-353-0653  (047-353-6253) （在調）第78号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第110号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1290号          平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9361940832  株式会社ケミカル　み〒279-0002 （調基１）第27号          平成28年 4月 1日
     かん薬局　浦安店 浦安市北栄１－１６－１７　原勝 （後発調１）第1408号      平成28年 4月 1日
     ビル２０２ （在調）第329号           平成27年 2月 1日
     047-306-2362  (047-306-2363) （在薬）第1466号          平成20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  100

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  9371940840  アポロメディカルホー〒279-0003 （調基１）第1012号        平成28年 4月 1日
     ルディングス株式会社浦安市海楽１－２９－１５　１０ （調）第596号             平成30年 2月 1日
     　けやき薬局　浦安店１号室 （後発調２）第2251号      平成30年 2月 1日
     047-352-9899  (047-352-9972) （か薬）第1151号          平成29年11月 1日
     （在薬）第1326号          平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9381940865  株式会社キャピタルメ〒279-0022 （調基１）第1503号        平成28年 4月 1日
     ディカ　ばいてん薬局浦安市今川１－１－５５ （在薬）第1587号          平成21年12月 1日
     047-390-9593  (047-390-9592)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9391940873  株式会社　本木薬局　〒279-0023 （調基１）第1461号        平成28年 4月 1日
     志宝薬局　浦安店 浦安市高洲２－４－１０インシッ （後発調１）第2712号      平成29年 6月 1日
     プビル１Ｆ （在調）第275号           平成26年 6月 1日
     047-355-7462  (047-355-7463) （在薬）第1529号          平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9401940881  日本メディカルシステ〒279-0012 （調基１）第1259号        平成28年 4月 1日
     ム株式会社　薬局ナチ浦安市入船４－１－１　１０２号 （調）第340号             平成28年 6月 1日
     ュラル・メディクス 室 （後発調２）第2142号      平成29年12月 1日
     047-304-7077  (047-304-7078) （在調）第227号           平成26年 3月 1日
     （か薬）第676号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1571号          平成21年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9411940899  ファーマライズ薬局　〒279-0021 （調基１）第1129号        平成28年 4月 1日
     浦安店 浦安市富岡３－２－７ （調）第62号              平成28年 4月 1日
     047-316-5117  (047-316-5133) （後発調１）第2615号      平成29年 2月 1日
     （在調）第315号           平成26年11月 1日
     （か薬）第144号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1532号          平成21年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9421940915  ごとう薬局 〒279-0026 （調基１）第823号         平成28年 4月 1日
     浦安市弁天１－１０－５ （か薬）第296号           平成28年 4月 1日
     047-354-1280  (047-354-1228) （在薬）第1563号          平成21年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9431940949  薬局マツモトキヨシ　〒279-0011 （調基１）第954号         平成28年 4月 1日
     新浦安美浜店 浦安市美浜１－７－１ （調）第355号             平成28年 7月 1日
     047-316-3840  (047-316-3840) （後発調１）第2892号      平成30年 1月 1日
     （か薬）第710号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1744号          平成23年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9441940956  さくら薬局　浦安店 〒279-0022 （調基２）第28号          平成28年 4月 1日
     浦安市今川１－１３－１ （後発調１）第2761号      平成29年 8月 1日
     047-351-6711  (047-390-6678) （在調）第597号           平成29年 7月 1日
     （か薬）第610号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1640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  101

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  9451940964  さくら薬局　浦安駅前〒279-0002 （調基１）第335号         平成28年 4月 1日
     店 浦安市北栄１－１６－１３信栄ビ （調）第359号             平成28年 7月 1日
     ル１階 （後発調２）第2018号      平成29年 8月 1日
     047-351-9341  (047-351-9356) （在調）第652号           平成30年 1月 1日
     （か薬）第611号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1673号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9461940972  スリーアイ薬局　浦安〒279-0002 （調基２）第59号          平成28年 4月 1日
     店 浦安市北栄３－８－１グローリー （在薬）第2480号          平成28年 1月18日
     マンション岡崎　２号室
     047-314-8905  (047-314-8906)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9471940980  ウエルシア薬局　ライ〒279-0021 （調基１）第612号         平成28年 4月 1日
     フガーデン新浦安店 浦安市富岡３－２－２ （後発調１）第2493号      平成28年11月 1日
     047-304-3786  (047-304-3787) （在薬）第1940号          平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9481940998  日本調剤　浦安薬局 〒279-0001 （調基１）第598号         平成28年 4月 1日
     浦安市当代島１－４－１第一西脇 （調）第243号             平成28年 4月 1日
     ビル１階 （後発調２）第2208号      平成30年 2月 1日
     047-316-6711  (047-316-6712) （在調）第199号           平成25年 6月 1日
     （か薬）第505号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1746号          平成23年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9491941004  そうごう薬局　浦安店〒279-0002 （調基１）第1513号        平成28年 4月 1日
     浦安市北栄１－１２－３６北栄た （調）第557号             平成29年 9月 1日
     かみビル１階 （後発調２）第2089号      平成29年11月 1日
     047-316-3951  (047-316-3952) （か薬）第797号           平成28年11月 1日
     （在薬）第1758号          平成23年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9501941038  薬局マツモトキヨシ　〒279-0002 （調基１）第948号         平成28年 4月 1日
     浦安南口駅前店 浦安市北栄１－１６－１８ （後発調２）第2041号      平成29年 9月 1日
     047-306-2260  (047-306-2260) （在薬）第2558号          平成28年 8月 3日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9511941046  さくら薬局　浦安今川〒279-0022 （調基１）第1689号        平成28年 4月 1日
     店 浦安市今川１－６－１９ （後発調１）第2101号      平成28年 4月 1日
     047-316-3332  (047-316-3339) （在薬）第1842号          平成23年12月24日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9521941061  新成堂薬局　浦安店 〒279-0001 （調基１）第1113号        平成28年 4月 1日
     浦安市当代島３－３－２５ （後発調１）第2886号      平成29年12月 1日
     047-711-1327  (047-711-1328) （在薬）第1867号          平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9531941095  株式会社ウィーズＴ　〒279-0001 （調基１）第374号         平成28年 4月 1日
     みんと薬局 浦安市当代島３－３－２５ （調）第246号             平成28年 4月 1日
     047-390-8555  （後発調１）第2637号      平成29年 3月 1日
     （か薬）第508号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1971号          平成24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  102

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  9541941111  薬局ドラッグ・ジロー〒279-0043 （調基１）第1669号        平成28年 4月 1日
     浦安市富士見２－９－１ （調）第552号             平成29年 9月 1日
     047-350-6700  (047-350-6767) （在調）第612号           平成29年 9月 1日
     （か薬）第554号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2197号          平成26年 3月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9551941129  ドラッグセイムス　浦〒279-0012 （調基１）第1448号        平成28年 4月 1日
     安入船薬局 浦安市入船４－８－１入船４丁目 （後発調２）第2074号      平成29年10月 1日
     ビル１Ｆ （か薬）第819号           平成29年 4月 1日
     047-700-8661  (047-700-8662) （在薬）第2361号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9561941137  とみおか薬局 〒279-0021 （調基１）第10号          平成28年 4月 1日
     浦安市富岡４－９－６ （調）第77号              平成28年 4月 1日
     047-355-2200  (047-355-2255) （在調）第440号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第238号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2159号          平成26年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9571941145  とまと薬局浦安店 〒279-0001 （調基１）第1472号        平成28年 4月 1日
     浦安市当代島３－６－４１ （後発調２）第1729号      平成28年11月 1日
     047-711-3500  (047-711-3501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9581941178  ハーベスト薬局浦安店〒279-0043 （調基１）第283号         平成28年 4月 1日
     浦安市富士見２－１８－２ （調）第245号             平成28年 4月 1日
     047-316-0661  (047-316-0662) （か薬）第507号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2343号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9591941186  コクミン薬局アトレ新〒279-0012 （調基１）第1741号        平成28年 4月 1日
     浦安店 浦安市入船１－１－１アトレ新浦 （か薬）第1265号          平成30年 3月 1日
     安店内 （在薬）第2413号          平成27年 9月 1日
     047-304-4171  (047-304-4171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9601941202  アイン薬局　メディカ〒279-0013 （調基１）第727号         平成28年 4月 1日
     ルガーデン新浦安店 浦安市日の出１－１－２５メディ （調）第91号              平成28年 4月 1日
     カルガーデン新浦安 （後発調２）第2181号      平成30年 1月 1日
     047-316-7477  (047-316-7478) （在調）第410号           平成27年11月 1日
     （か薬）第297号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2461号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9611941210  イオン薬局イオンスタ〒279-0012 （調基１）第2119号        平成29年 4月 1日
     イル新浦安 浦安市入船１－４－１ （か薬）第1235号          平成30年 2月 1日
     047-304-0046  (047-304-0047) （在薬）第2541号          平成28年 6月30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  103

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  9621941228  さくら薬局　新浦安店〒279-0022 （調基１）第1963号        平成28年 5月 1日
     浦安市今川１－１－３３ （調）第493号             平成29年 5月 1日
     047-329-2871  (047-329-2874) （後発調１）第2733号      平成29年 7月 1日
     （在調）第661号           平成30年 2月 1日
     （か薬）第823号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2518号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9631941236  アイセイ薬局　美浜店〒279-0011 （調基１）第2053号        平成28年10月 1日
     浦安市美浜３－２５－１５ （調）第412号             平成28年10月 1日
     047-351-0281  (047-351-2417) （在調）第538号           平成28年10月 1日
     （か薬）第846号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2618号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9641941244  あけぼの薬局　新浦安〒279-0011 （調基１）第2178号        平成29年 6月 1日
     店 浦安市美浜１－９－２パシフィッ （後発調２）第2045号      平成29年 9月 1日
     クマークス新浦安７階 （在薬）第2720号          平成29年 6月 1日
     047-353-3012  (047-353-3013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9651941251  当代島薬局 〒279-0001 （調基１）第2185号        平成29年 6月 1日
     浦安市当代島１－３－３０ビッグ （調）第578号             平成29年11月 1日
     ウエスト浦安１０２ （か薬）第1095号          平成29年 8月 1日
     047-350-7373  (047-303-3293) （在薬）第2725号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9661941269  薬樹薬局　新浦安 〒279-0014 （調基１）第2261号        平成29年12月 1日
     浦安市明海５－７－１パークシテ （後発調２）第2278号      平成30年 3月 1日
     ィ東京ベイ新浦安Ｓｏｌドクター （在薬）第2825号          平成29年12月 1日
     ズベイＡ
     047-355-0660  (047-355-0661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9671941277  浦安東野薬局 〒279-0042 （調基１）第2295号        平成30年 3月 1日
     浦安市東野３－４－１ （在薬）第2859号          平成30年 3月 1日
     047-712-8286  (047-712-8287)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9681941285  ヤックスドラッグ浦安〒279-0042 （調基１）第2296号        平成30年 3月 1日
     東野薬局 浦安市東野３－４－１１
     047-712-8017  (047-712-8027)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9692010072  株式会社　中野薬局　〒278-0037
     株式会社　中野薬局 野田市野田６５４
     04-7124-2345  (04-7125-3321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9702040210  飯塚薬局 〒278-0055 （調基１）第35号          平成28年 4月 1日
     野田市岩名２－８－７
     0471-29-7000  (0471-29-7182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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  104

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  9712040228  有限会社島田薬局 〒270-0234 （調基１）第883号         平成28年 4月 1日
     野田市日の出町１９－１５ （在薬）第2181号          平成26年 3月13日
     04-7129-5554  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9722040244  マキノ薬局　野田店 〒278-0035 （調基１）第67号          平成28年 4月 1日
     野田市中野台２１２－２ （後発調２）第1141号      平成28年 4月 1日
     0471-25-1030  (0471-25-1207)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9732040251  タイキ野田薬局 〒278-0005 （調基２）第62号          平成28年 4月 1日
     野田市宮崎１１５－２ （薬菌）第111号           平成27年 4月 1日
     0471-25-8880  (0471-25-5224) （在薬）第2176号          平成26年 2月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9742040277  日本メディカルシステ〒278-0005 （調基１）第1264号        平成28年 4月 1日
     ム株式会社　薬局メデ野田市宮崎１２１ （調）第561号             平成29年 9月 1日
     ィクス 04-7125-7577  (04-7125-7578) （後発調２）第1367号      平成28年 4月 1日
     （在調）第372号           平成27年 8月 1日
     （か薬）第977号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第866号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9752040319  中村薬局 〒278-0006 （調基１）第162号         平成28年 4月 1日
     野田市柳沢５５－６　ＡＦマンシ （後発調２）第1146号      平成28年 4月 1日
     ョン１０３ （か薬）第138号           平成28年 4月 1日
     04-7120-2661  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9762040335  タイキ薬局　花井店 〒278-0026 （調基１）第838号         平成28年 4月 1日
     野田市花井２４８－３８第一茂木 （後発調１）第2495号      平成28年11月 1日
     マンション１０１ （在薬）第2175号          平成26年 2月26日
     0471-20-3415  (0471-20-3416)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9772040343  ポピー薬局　川間店 〒270-0235 （調基１）第1049号        平成28年 4月 1日
     野田市尾崎８１５－８　柿沼ビル （後発調１）第1837号      平成28年 4月 1日
     0471-27-3913  (0471-27-3914)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9782040384  エル１０１薬局 〒278-0043 （調基１）第201号         平成28年 4月 1日
     野田市清水４５１－４０
     0471-22-3177  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9792040517  けやき薬局 〒278-0055 （調基１）第60号          平成28年 4月 1日
     野田市岩名２－１４－１ （後発調２）第1130号      平成28年 4月 1日
     04-7127-7575  (04-7127-7576) （か薬）第1159号          平成29年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9802040558  ウエルシア薬局　野田〒278-0051 （調基１）第670号         平成28年 4月 1日
     七光台店 野田市七光台４－２ （調）第299号             平成28年 4月 1日
     04-7127-7330  (04-7127-7370) （後発調１）第1621号      平成28年 4月 1日
     （薬菌）第103号           平成27年 7月 1日
     （か薬）第590号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1167号          平成18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  105

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  9812040624  オヌマ薬局　木間ケ瀬〒270-0222 （調基１）第1825号        平成28年 4月 1日
     店 野田市木間ケ瀬４０１５ （後発調１）第2146号      平成28年 4月 1日
     04-7198-0255  （在薬）第2177号          平成26年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9822040632  直井薬局 〒278-0037 （調基１）第921号         平成28年 4月 1日
     野田市野田３０１ （後発調１）第2753号      平成29年 8月 1日
     04-7124-2560  （在薬）第2198号          平成26年 3月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9832040640  秋田薬局 〒278-0037 （調基１）第46号          平成28年 4月 1日
     野田市野田７８７
     04-7124-3722  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9842040715  うめさと薬局 〒278-0016 （調基１）第352号         平成28年 4月 1日
     野田市二ツ塚１３９－１２１ （調）第576号             平成29年11月 1日
     04-7121-5125  (04-7121-5126) （後発調２）第1182号      平成28年 4月 1日
     （か薬）第947号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1656号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9852040723  さくら薬局　関宿店 〒270-0215 （調基１）第2140号        平成29年 4月 1日
     野田市中戸７－３ （後発調２）第1986号      平成29年 7月 1日
     04-7196-4567  (04-7196-4568) （か薬）第602号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1657号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9862040731  さくら薬局　野田店 〒278-0004 （調基１）第361号         平成28年 4月 1日
     野田市横内字谷向１２７－１８ （後発調２）第2286号      平成30年 3月 1日
     04-7124-4911  (04-7120-1032) （在調）第273号           平成26年 6月 1日
     （か薬）第367号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1670号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9872040749  さくら薬局　野田横内〒278-0004 （調基３）第184号         平成29年 4月 1日
     店 野田市横内３５－１ （後発調２）第1668号      平成28年 9月 1日
     04-7120-0423  (04-7120-0433) （在調）第420号           平成28年 1月 1日
     （か薬）第626号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1642号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9882040756  薬樹薬局　野田 〒270-0237 （調基３）第156号         平成28年 4月 1日
     野田市中里１５６４－５ （後発調２）第1782号      平成28年12月 1日
     04-7129-0300  (04-7129-0285) （在調）第132号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第551号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1696号          平成22年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9892040764  永瀬薬局　桜台店 〒278-0032 （調基１）第233号         平成28年 4月 1日
     野田市桜台２４－２ （後発調１）第1461号      平成28年 4月 1日
     04-7122-0195  (04-7122-5424) （か薬）第1158号          平成29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  106

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  9902040772  やまざき薬局 〒278-0022 （調基１）第1770号        平成28年 4月 1日
     野田市山崎１８５０－１梅郷メデ （調）第32号              平成28年 4月 1日
     ィカルプラザ１Ｆ （後発調１）第2291号      平成28年 6月 1日
     04-7126-6300  (04-7126-6350) （在調）第434号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第73号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第1994号          平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9912040780  みずき薬局 〒278-0027 （調基１）第1768号        平成28年 4月 1日
     野田市みずき２－１４－５ （後発調２）第1442号      平成28年 4月 1日
     04-7120-3366  (04-7120-3355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9922040798  ヤックスドラッグ関宿〒270-0222 （調基１）第1698号        平成28年 4月 1日
     薬局 野田市木間ケ瀬４９３４－１ （後発調１）第2944号      平成30年 3月 1日
     04-7120-6655  (04-7120-6657)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9932040806  ひばり薬局 〒278-0022 （調基１）第1727号        平成28年 4月 1日
     野田市山崎１１４４－５ （後発調２）第1195号      平成28年 4月 1日
     04-7122-6819  (04-7122-6829) （か薬）第1169号          平成29年12月 1日
     （在薬）第1803号          平成23年 7月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9942040814  あおば薬局野田店 〒278-0006 （調基３）第66号          平成28年 4月 1日
     野田市柳沢２１０－１３ （在薬）第2207号          平成26年 4月 7日
     04-7120-0608  (04-7120-0603)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9952040822  千葉薬樹株式会社　薬〒270-0237 （調基１）第1863号        平成28年 4月 1日
     樹薬局　野田２号店 野田市中里１５５２ （調）第227号             平成28年 4月 1日
     04-7127-1717  (04-7127-1727) （後発調２）第1449号      平成28年 4月 1日
     （在調）第292号           平成26年 8月 1日
     （か薬）第458号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1932号          平成24年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9962040830  株式会社ウィン　あお〒278-0057 （調基１）第1500号        平成28年 4月 1日
     ば薬局七光台店 野田市光葉町１－８－２ （後発調２）第1839号      平成29年 2月 1日
     04-7197-2852  (04-7197-2851) （在薬）第2038号          平成25年 3月18日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9972040848  薬局マツモトキヨシ　〒278-0005 （調基１）第946号         平成28年 4月 1日
     野田宮崎店 野田市宮崎５６－３６ （調）第354号             平成28年 7月 1日
     04-7126-5585  (04-7126-5585) （後発調２）第2091号      平成29年11月 1日
     （在調）第479号           平成28年 7月 1日
     （か薬）第709号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1967号          平成24年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9982040863  株式会社健栄　オレン〒278-0037 （調基１）第1426号        平成28年 4月 1日
     ジ薬局 野田市野田３８ （後発調１）第2863号      平成29年12月 1日
     04-7120-1617  (04-7120-1618) （か薬）第958号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2227号          平成26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  107

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  9992040871  オリーブ薬局野田店 〒270-0237 （調基１）第1186号        平成28年 4月 1日
     野田市中里１５６４－７ （後発調１）第2849号      平成29年11月 1日
     04-7189-7081  (04-7189-7082) （か薬）第1193号          平成29年12月 1日
     （在薬）第2060号          平成25年 4月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10002040889  株式会社みずきファー〒278-0029 （調基１）第1861号        平成28年 4月 1日
     マシー　もみのき薬局野田市山崎新町２－１０ （調）第282号             平成28年 4月 1日
     04-7197-1660  (04-7197-1670) （後発調２）第1480号      平成28年 5月 1日
     （薬菌）第76号            平成26年 1月 1日
     （か薬）第498号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1999号          平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10012040897  上花輪薬局 〒278-0033 （調基１）第238号         平成28年 4月 1日
     野田市上花輪６２７ （後発調２）第1158号      平成28年 4月 1日
     04-7126-6100  (04-7126-6200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10022040913  オヌマ薬局 〒270-0226 （調基１）第296号         平成28年 4月 1日
     野田市東宝珠花３２１関宿ショッ （後発調１）第2296号      平成28年 7月 1日
     ピングセンター内 （在薬）第2180号          平成26年 3月13日
     04-7198-5122  (04-7198-1244)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10032040921  スギ薬局野田七光台店〒278-0057 （調基１）第1760号        平成28年 4月 1日
     野田市光葉町１－６ベルクスステ （調）第581号             平成29年12月 1日
     ーションモール七光台　１階 （後発調２）第1615号      平成28年 8月 1日
     04-7197-3186  (04-7197-3187) （か薬）第1189号          平成29年12月 1日
     （在薬）第2019号          平成25年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10042040939  スギ薬局野田愛宕店 〒278-0037 （調基１）第1761号        平成28年 4月 1日
     野田市野田８３６番地 （後発調２）第1655号      平成28年 9月 1日
     04-7125-2121  (04-7125-2122) （在調）第241号           平成26年 4月 1日
     （在薬）第2056号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10052040947  かえで薬局 〒278-0004 （調基１）第1250号        平成28年 4月 1日
     野田市横内１３１－３ （調）第167号             平成28年 4月 1日
     047-123-1189  (047-123-1190) （後発調２）第1494号      平成28年 5月 1日
     （か薬）第359号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2240号          平成26年 6月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10062040962  共創未来　野田薬局 〒278-0022 （調基１）第1594号        平成28年 4月 1日
     野田市山崎２７０２－８ （後発調１）第1888号      平成28年 4月 1日
     0471-24-2144  (0471-24-2270) （在薬）第2148号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10072040970  そよ風薬局　貝塚店 〒278-0023 （調基３）第119号         平成28年 4月 1日
     野田市山崎貝塚町１０－２５ （後発調１）第2616号      平成29年 2月 1日
     0471-23-1658  (0471-23-1659) （在薬）第2149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  108

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 10082040988  共創未来　瀬戸薬局 〒278-0012 （調基３）第118号         平成28年 4月 1日
     野田市瀬戸上灰毛字下側８０－７ （在薬）第2150号          平成25年11月 1日
     0471-38-8811  (0471-38-8812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10092040996  みつばち薬局 〒278-0052 （調基１）第842号         平成28年 4月 1日
     野田市春日町２５－３２ （後発調２）第1936号      平成29年 5月 1日
     04-7190-5454  (04-7190-5453)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10102041002  薬局くすりの福太郎　〒270-0235 （調基３）第91号          平成28年 4月 1日
     川間店 野田市尾崎８４０－６ （後発調２）第1482号      平成28年 5月 1日
     04-7129-0011  (04-7129-3029) （在薬）第2814号          平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10112041010  イオン薬局ノア店 〒278-0031 （調基１）第2120号        平成29年 4月 1日
     野田市中根３６－１ （か薬）第1234号          平成30年 2月 1日
     04-7125-8407  (04-7125-8439) （在薬）第2405号          平成27年 9月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10122041028  アイン薬局　野田店 〒278-0037 （調基３）第38号          平成28年 4月 1日
     野田市野田１２２５－２７ （後発調２）第1673号      平成28年 9月 1日
     04-7126-2911  (04-7126-2912) （か薬）第647号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2448号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10132041036  タイキ薬局宮崎店 〒278-0037 （調基１）第1799号        平成28年 4月 1日
     野田市野田畔ヶ谷８３６－１ （後発調１）第2140号      平成28年 4月 1日
     04-7126-8333  (04-7126-8334) （在薬）第2475号          平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10142041044  スギ薬局　野田下町店〒278-0037 （調基１）第1765号        平成28年 4月 1日
     野田市野田４９－３０ （後発調２）第2199号      平成30年 2月 1日
     04-7186-7300  (04-7186-7301) （在薬）第2496号          平成28年 3月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10152041051  アイティオー野田薬局〒278-0033 （調基３）第182号         平成29年 4月 1日
     野田市上花輪８６２ （後発調２）第2056号      平成29年10月 1日
     04-7124-2210  (04-7124-2234) （在薬）第2537号          平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10162041069  ぷらす薬局 〒278-0022 （調基１）第2092号        平成29年 3月 1日
     野田市山崎１６６９ （後発調２）第1968号      平成29年 6月 1日
     04-7157-3994  (04-7157-3995) （在薬）第2668号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10172041077  ウエルシア薬局野田関〒270-0222 （調基１）第2194号        平成29年 7月 1日
     宿店 野田市木間ケ瀬６７５－１ （後発調２）第2078号      平成29年11月 1日
     04-7198-5680  (04-7198-5681) （在薬）第2733号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10182100097  つくし薬局 〒277-0072 （調基１）第324号         平成28年 4月 1日
     柏市つくしが丘２‐４‐１４ （調基１）第1555号        平成28年 4月 1日
     0471-72-5316  （か薬）第3号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第310号           平成11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  109

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 10192100238  川口薬局 〒277-0074 （調基１）第1847号        平成28年 4月 1日
     柏市今谷上町４３‐１３ （在薬）第423号           平成11年12月 1日
     0471-74-7076  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10202110013  薬局マツモトキヨシ　〒277-0005 （調基３）第33号          平成28年 4月 1日
     柏店 柏市柏３－２－３ （後発調２）第2202号      平成30年 2月 1日
     04-7162-6001  （在薬）第2111号          平成25年 8月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10212110054  フヨウ堂薬局 〒277-0014 （調基１）第205号         平成28年 4月 1日
     柏市東１‐２‐１５ （在薬）第480号           平成12年 3月 1日
     04-7167-2719  (04-7167-4595)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10222140036  一二三堂薬局 〒277-0005 （調基１）第293号         平成28年 4月 1日
     柏市柏１‐５‐１５
     0471-67-2622  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10232140051  有限会社　山﨑薬局 〒277-0005 （在薬）第446号           平成12年 1月 1日
     柏市柏３‐９‐２１
     04-7167-2222  (04-7167-2156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10242140093  村上薬局 〒277-0843
     柏市明原４‐１１‐３２
     0471-45-7721  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10252140119  ハーブランド薬局 〒277-0005 （調基１）第1340号        平成28年 4月 1日
     柏市柏１‐１‐７ （調）第187号             平成28年 4月 1日
     04-7163-2532  (04-7163-4500) （後発調２）第1590号      平成28年 7月 1日
     （薬菌）第161号           平成30年 3月 1日
     （在調）第168号           平成24年 8月 1日
     （か薬）第387号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第50号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10262140176  有限会社スミレ薬局　〒277-0014 （調基１）第586号         平成28年 4月 1日
     有限会社スミレ薬局 柏市東１－２－４４ （在薬）第411号           平成11年12月 1日
     04-7166-5746  (04-7166-5740)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10272140218  ファミリードラッグ柏〒277-0812 （調基１）第1567号        平成28年 4月 1日
     龍堂 柏市花野井字北花崎７３８－２２ （後発調１）第2046号      平成28年 4月 1日
     04-7133-1024  （か薬）第629号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1862号          平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10282140291  有限会社南柏松戸薬局〒277-0855 （調基１）第882号         平成28年 4月 1日
     　有限会社南柏松戸薬柏市南柏１－２－２ （後発調１）第1670号      平成28年 4月 1日
     局 04-7144-2380  (04-7145-1588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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  110

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 10292140309  ヘルシードラッグ有限〒277-0084
     会社　ヘルシードラッ柏市新柏１‐１５２４‐３
     ク　有限会社 0471-76-1265  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10302140325  有限会社松葉調剤薬局〒277-0827 （調基１）第378号         平成28年 4月 1日
     　松葉調剤薬局 柏市松葉町１－１７－１ （後発調２）第2107号      平成29年12月 1日
     04-7133-3343  (04-7132-9933)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10312140333  日本調剤株式会社　日〒277-0852 （調基１）第1407号        平成28年 4月 1日
     本調剤　旭町薬局 柏市旭町１－４－１１ （調）第397号             平成28年10月 1日
     04-7144-9752  (04-7144-9753) （後発調２）第1343号      平成28年 4月 1日
     （在調）第375号           平成27年 8月 1日
     （か薬）第316号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第434号           平成11年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10322140416  株式会社十余二　第一〒277-0885 （調基１）第274号         平成28年 4月 1日
     薬局 柏市西原６‐７‐３５ （後発調２）第1890号      平成29年 3月 1日
     04-7154-5485  （か薬）第714号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第425号           平成11年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10332140473  柏龍堂　つばさ調剤薬〒277-0812 （調基１）第1565号        平成28年 4月 1日
     局 柏市花野井字尾井戸１８１１外 （後発調２）第1942号      平成29年 5月 1日
     0471-34-8508  (04-7134-8508) （か薬）第754号           平成28年 9月 1日
     （在薬）第268号           平成11年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10342140499  有限会社　豊四季ファ〒277-0855 （調基１）第746号         平成28年 4月 1日
     ーマシー　杉浦薬局 柏市南柏１‐６‐５ （調）第284号             平成28年 4月 1日
     0471-45-0135  （後発調１）第2366号      平成28年 8月 1日
     （在調）第478号           平成28年 7月 1日
     （か薬）第579号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第475号           平成12年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10352140507  マキノファーマシー 〒277-0882 （調基１）第445号         平成28年 4月 1日
     柏市柏の葉２‐１３‐６ （後発調１）第1545号      平成28年 4月 1日
     04-7134-8182  (04-7133-0099) （在調）第185号           平成25年 3月 1日
     （在薬）第1055号          平成17年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10362140549  ファンイズムハート薬〒277-0832 （調基１）第1104号        平成28年 4月 1日
     局 柏市北柏３‐１‐２　寺田ビル （調）第49号              平成28年 4月 1日
     04-7162-2601  (04-7162-2609) （後発調１）第2560号      平成28年12月 1日
     （在調）第108号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第122号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第76号            平成 8年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10372140564  こばと薬局 〒277-0043 （調基１）第919号         平成28年 4月 1日
     柏市南逆井４－１０－２ （在薬）第349号           平成11年11月 1日
     04-7174-8936  (04-7128-8255)



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  111

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 10382140580  ハタノ薬局 〒277-0025 （調基１）第261号         平成28年 4月 1日
     柏市千代田１‐１‐１２　千代田 （か薬）第989号           平成29年 5月 1日
     ハイツ （在薬）第447号           平成12年 1月 1日
     0471-63-8000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10392140614  有限会社オオワダ　花〒277-0812 （調基１）第213号         平成28年 4月 1日
     野井薬局 柏市花野井６８０－３ （後発調１）第2185号      平成28年 5月 1日
     04-7134-5411  (04-7132-5230) （在薬）第149号           平成10年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10402140622  株式会社くすりの福太〒277-0033 （調基１）第1384号        平成28年 4月 1日
     郎　薬局くすりの福太柏市増尾１－１－１ （後発調２）第1881号      平成29年 3月 1日
     郎　増尾店 04-7174-1129  (04-7174-1129) （在薬）第1244号          平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10412140770  加賀調剤薬局 〒277-0051 （調基１）第1970号        平成28年 6月 1日
     柏市加賀３－１９－４増尾アルフ （在薬）第357号           平成11年11月 1日
     ァ１階
     04-7175-3150  (04-7139-5286)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10422140820  柏龍堂薬局北柏店 〒277-0832 （調基１）第1563号        平成28年 4月 1日
     柏市北柏３－２－６ロイヤルビル （後発調２）第1587号      平成28年 7月 1日
     北柏１Ｆ （か薬）第1098号          平成29年 9月 1日
     04-7163-9393  (04-7163-9393) （在薬）第266号           平成11年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10432140846  株式会社あさひ調剤　〒277-0032 （調基３）第24号          平成28年 4月 1日
     ほたる薬局 柏市名戸ケ谷西小橋６８９－１ （後発調２）第1630号      平成28年 8月 1日
     04-7163-3515  (04-7163-3306) （在調）第351号           平成27年 5月 1日
     （か薬）第470号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第115号           平成 9年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10442140853  株式会社サイファー企〒277-0825 （調基１）第1826号        平成28年 4月 1日
     画　みやこ薬局 柏市布施８１４－６６ （後発調２）第1867号      平成29年 3月 1日
     04-7134-5657  (04-7134-5658) （在薬）第155号           平成10年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10452140879  有限会社友栄商事　若〒277-0024 （調基１）第443号         平成28年 4月 1日
     葉薬局 柏市若葉町６－２みずきハイツ１ （在薬）第141号           平成10年 1月 1日
     Ｆ
     04-7166-7765  (04-7166-7895)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10462140903  みどり薬局 〒277-0071 （調基２）第66号          平成28年 4月 1日
     柏市豊住１－１－４ （後発調１）第1836号      平成28年 4月 1日
     0471-71-1161  (0471-71-1162) （在調）第3号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第24号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第165号           平成10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  112

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 10472140911  ファーコス薬局　イル〒277-0005 （調基１）第1196号        平成28年 4月 1日
     カ 柏市柏４－６－２５ＹＫビル１階 （調）第30号              平成28年 4月 1日
     04-7160-4477  （在調）第42号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第69号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第213号           平成11年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10482140929  よろづ屋薬局　南増尾〒277-0054 （調基１）第1168号        平成28年 4月 1日
     店 柏市南増尾４－５－１ （調）第499号             平成29年 6月 1日
     04-7174-7200  （後発調２）第1599号      平成28年 8月 1日
     （在調）第460号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第1003号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第169号           平成10年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10492140945  薬局メディクス 〒277-0005 （調基１）第1266号        平成28年 4月 1日
     柏市柏３－３－１９ （後発調２）第1369号      平成28年 4月 1日
     0471-60-2323  （在調）第207号           平成25年10月 1日
     （か薬）第627号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第340号           平成11年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10502140978  サンリツ薬局　柏店 〒277-0005 （調基１）第375号         平成28年 4月 1日
     柏市柏３－８－１１荒川ビル１０ （調）第387号             平成28年10月 1日
     １ （か薬）第383号           平成28年 4月 1日
     0471-60-3712  （在薬）第1370号          平成20年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10512140986  つばさ薬局　豊上店 〒277-0858 （調基１）第1566号        平成28年 4月 1日
     柏市豊上町９－１５ （後発調１）第2045号      平成28年 4月 1日
     0471-48-3793  （在薬）第222号           平成11年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10522140994  サンフラワー薬局 〒277-0045 （調基１）第382号         平成28年 4月 1日
     柏市東逆井１－２２－１ （在薬）第501号           平成12年 5月 1日
     0471-69-6200  (04-7169-6201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10532141042  なの花薬局　柏店 〒277-0084 （調基１）第1404号        平成28年 4月 1日
     柏市新柏１－１３－９ （調）第337号             平成28年 6月 1日
     04-7165-1252  (04-7165-1251) （後発調２）第2229号      平成30年 2月 1日
     （在調）第80号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第638号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第505号           平成12年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10542141091  日本メディカルシステ〒277-0832 （調基１）第1261号        平成28年 4月 1日
     ム　株式会社　薬局メ柏市北柏４－１－１ （後発調２）第1365号      平成28年 4月 1日
     ディクス 04-7165-1732  （薬菌）第64号            平成22年12月 1日
     （在調）第76号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第1040号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第867号           平成16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  113

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 10552141109  有限会社　アルファ調〒277-0031 （調基１）第1654号        平成28年 4月 1日
     剤　きっこう台薬局 柏市亀甲台町１－６－２３ （後発調１）第2489号      平成28年11月 1日
     04-7160-3063  (04-7160-3062) （在薬）第532号           平成12年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10562141158  株式会社イプシロンケ〒277-0004 （調基２）第1号           平成28年 4月 1日
     ア　やまなみ薬局　柏柏市柏下１５４ （か薬）第1116号          平成29年10月 1日
     店 04-7168-8180  (04-7168-8183) （在薬）第1614号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10572141166  薬局マツモトキヨシ　〒277-0004 （調基１）第967号         平成28年 4月 1日
     柏下店 柏市柏下字東１５６－２ （か薬）第1128号          平成29年10月 1日
     047-162-1033  (04-7162-1033) （在薬）第2563号          平成28年 8月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10582141208  北岡薬局 〒277-0841
     柏市あけぼの４－３－２１
     0471-43-3316  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10592141216  有限会社ヴェルーガ　〒277-0842 （調基１）第881号         平成28年 4月 1日
     フローラ薬局 柏市末広町６－１セントラル・ウ （在薬）第2699号          平成29年 4月18日
     ェルネスビル１Ｆ
     04-7141-0633  (0471-41-0833)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10602141224  ウエルシア柏名戸ヶ谷〒277-0032 （調基１）第663号         平成28年 4月 1日
     薬局 柏市名戸ケ谷８５７－２ （調）第221号             平成28年 4月 1日
     04-7165-7773  (04-7165-7778) （後発調１）第2304号      平成28年 7月 1日
     （か薬）第451号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第891号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10612141232  株式会社イプシロンケ〒277-0004 （調基１）第23号          平成28年 4月 1日
     ア　けんこう薬局 柏市柏下１５３－２ （か薬）第1121号          平成29年10月 1日
     04-7168-8911  (04-7168-8912) （在薬）第676号           平成14年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10622141240  有限会社よろづ屋薬局〒277-0014 （調基３）第30号          平成28年 4月 1日
     　よろづ屋薬局　柏店柏市東１－２－４ワコーマンショ （後発調２）第1242号      平成28年 4月 1日
     ン１－Ａ号 （か薬）第170号           平成28年 4月 1日
     04-7167-2075  (04-7167-2079) （在薬）第1171号          平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10632141257  有限会社つくし薬局　〒277-0065 （調基１）第325号         平成28年 4月 1日
     （有）つくし薬局　光柏市光ケ丘２－１８－１８ （調基１）第1554号        平成28年 4月 1日
     ヶ丘店 04-7170-5112  (04-7170-5113) （調）第353号             平成28年 7月 1日
     （か薬）第4号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第1329号          平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10642141265  有限会社あい薬局　あ〒277-0841 （調基１）第1697号        平成28年 4月 1日
     い薬局 柏市あけぼの４－４－１ （後発調２）第1435号      平成28年 4月 1日
     04-7142-8555  (04-7142-8556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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  114

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 10652141273  有限会社高橋ファーマ〒277-0861 （調基１）第479号         平成28年 4月 1日
     シー　たかはし薬局 柏市高田１３９－２ （調）第71号              平成28年 4月 1日
     04-7142-2151  (04-7142-2152) （後発調２）第1216号      平成28年 4月 1日
     （在調）第451号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第207号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第608号           平成14年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10662141307  株式会社くすりの福太〒277-0852 （調基１）第1370号        平成28年 4月 1日
     郎　薬局くすりの福太柏市旭町１－１－５浜島ビル１階 （後発調１）第1770号      平成28年 4月 1日
     郎　柏西口店 04-7141-3929  （在薬）第2762号          平成29年 9月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10672141315  有限会社スペースキン〒277-0827 （調基１）第74号          平成28年 4月 1日
     グ　スローライフ薬局柏市松葉町５－１７－４エイムコ （後発調１）第1425号      平成28年 4月 1日
     ーポ１０３ （在薬）第1615号          平成22年 4月 1日
     04-7136-8887  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10682141372  株式会社くすりの福太〒277-0032 （調基３）第183号         平成29年 4月 1日
     郎　薬局くすりの福太柏市名戸ケ谷７１８－１ （後発調１）第1767号      平成28年 4月 1日
     郎　名戸ヶ谷店 04-7165-0551  （在薬）第1235号          平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10692141430  飛鳥薬局　柏店 〒277-0072 （調基１）第2112号        平成29年 4月 1日
     柏市つくしが丘５－９－１６ （在調）第494号           平成28年 8月 1日
     04-7160-5322  （か薬）第772号           平成28年10月 1日
     （在薬）第960号           平成17年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10702141455  ひまわり薬局　豊四季〒277-0863 （調基１）第1425号        平成28年 4月 1日
     駅前店 柏市豊四季１００８－８　ピアン （後発調１）第2208号      平成28年 5月 1日
     タ－レＭ （在調）第647号           平成29年12月 1日
     04-7142-3110  （在薬）第2582号          平成28年 9月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10712141463  薬局タカサ　豊四季店〒277-0863 （調基３）第85号          平成28年 4月 1日
     柏市豊四季３０１－７ （後発調２）第1861号      平成29年 3月 1日
     04-7142-7171  （在調）第24号            平成24年 4月 1日
     （在薬）第966号           平成17年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10722143006  おおい薬局 〒277-0902 （調基１）第42号          平成28年 4月 1日
     柏市大井７５５－１６ （後発調２）第1899号      平成29年 4月 1日
     0471-92-2725  （か薬）第658号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第295号           平成11年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10732143014  ハーブランド薬局　沼〒277-0921 （調基１）第1338号        平成28年 4月 1日
     南店 柏市大津ケ丘４－２５－５ （調）第190号             平成28年 4月 1日
     0471-60-6682  （後発調２）第1806号      平成29年 1月 1日
     （薬菌）第116号           平成27年 7月 1日
     （在調）第82号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第390号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第309号           平成11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  115

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 10742143048  有限会社　ヱド川薬局〒277-0941 （調基１）第417号         平成28年 4月 1日
     　シエロ薬局 柏市高柳１１４２－３９ （在薬）第2212号          平成26年 4月 1日
     04-7190-0919  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10752143055  ウエルシア薬局　沼南〒277-0922 （調基１）第668号         平成28年 4月 1日
     店 柏市大島田３０５－５ （後発調１）第1620号      平成28年 4月 1日
     04-7190-1813  (04-7190-1814) （在薬）第892号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10762143071  ハーブランド薬局中央〒277-0023 （調基１）第1337号        平成28年 4月 1日
     店 柏市中央２－２－８ （調）第189号             平成28年 4月 1日
     04-7165-0123  (04-7162-1223) （後発調２）第1523号      平成28年 6月 1日
     （薬菌）第117号           平成27年 7月 1日
     （在調）第83号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第389号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第1012号          平成17年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10772143089  千代田薬局 〒277-0025 （調基１）第1804号        平成28年 4月 1日
     柏市千代田１－２－４２ （後発調１）第2847号      平成29年11月 1日
     04-7164-7733  (04-7164-7751) （在薬）第2525号          平成28年 5月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10782143121  （有）豊四季ファーマ〒277-0863 （調基１）第1037号        平成28年 4月 1日
     シー　薬局おおたかの柏市豊四季１１４－１２ （調）第239号             平成28年 4月 1日
     森 04-7107-0001  (04-7107-0003) （後発調１）第1863号      平成28年 4月 1日
     （後発調２）第1707号      平成28年10月 1日
     （在調）第62号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第500号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1164号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10792143147  ウエルシア薬局　南柏〒277-0863 （調基１）第676号         平成28年 4月 1日
     店 柏市豊四季８１６－１４ （後発調２）第1235号      平成28年 4月 1日
     04-7160-7885  (04-7160-7886) （在薬）第1941号          平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10802143162  みずき薬局　豊四季店〒277-0862 （調基１）第2110号        平成29年 4月 1日
     柏市篠籠田字今泉９７７－６ （在薬）第1050号          平成17年12月 1日
     04-7141-0070  (04-7141-0071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10812143204  スマイル薬局　柏あけ〒277-0841 （調基１）第1105号        平成28年 4月 1日
     ぼの店 柏市あけぼの３－８－３７ （調）第252号             平成28年 4月 1日
     04-7141-3177  (04-7197-2131) （後発調１）第2178号      平成28年 5月 1日
     （か薬）第512号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1087号          平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10822143212  ウエルシア薬局　柏南〒277-0054 （調基１）第652号         平成28年 4月 1日
     増尾店 柏市南増尾８－３－３１ （後発調２）第2261号      平成30年 3月 1日
     04-7160-7667  (04-7160-7670) （在薬）第1086号          平成18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  116

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 10832143261  株式会社ミドリ薬局　〒277-0054 （調基１）第130号         平成28年 4月 1日
     ミドリ薬局　南増尾店柏市南増尾１－２２－２９ （後発調１）第1449号      平成28年 4月 1日
     04-7173-6973  (04-7173-6973)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10842143279  株式会社あさひ調剤　〒277-0032 （調基３）第23号          平成28年 4月 1日
     ほたる薬局　２号店 柏市名戸ケ谷西小橋７１２－１ （後発調２）第1592号      平成28年 7月 1日
     04-7168-4193  (04-7168-9341) （在調）第414号           平成27年12月 1日
     （か薬）第485号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1222号          平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10852143287  Ｃｈｌｏｅ　Ｐｈａｒ〒277-0863 （調基１）第431号         平成28年 4月 1日
     ｍａｃｙ株式会社　あ柏市豊四季１１２－７２ （調）第263号             平成28年 4月 1日
     おば薬局　おおたかの04-7141-0377  (04-7141-0379) （後発調２）第1607号      平成28年 8月 1日
     森店 （在調）第162号           平成24年 6月 1日
     （か薬）第529号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1450号          平成20年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10862143295  芙蓉堂薬局 〒277-0885 （調基１）第43号          平成28年 4月 1日
     柏市西原３－１－３８ （後発調１）第1413号      平成28年 4月 1日
     04-7153-2391  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10872143311  株式会社サンドラッグ〒277-0827 （調基１）第1781号        平成28年 4月 1日
     　サンドラッグ柏松葉柏市松葉町２－１５－１ （後発調２）第2062号      平成29年10月 1日
     町薬局 04-7132-1470  (04-7132-1470) （か薬）第877号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1987号          平成24年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10882143394  株式会社イプシロンケ〒277-0837 （調基１）第557号         平成28年 4月 1日
     ア　やまなみ薬局　松柏市大山台２－１０ （後発調１）第2453号      平成28年10月 1日
     ヶ崎店 04-7137-0123  (04-7137-0124)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10892143402  柏の葉調剤株式会社　〒277-0871 （調基１）第775号         平成28年 4月 1日
     柏の葉薬局 柏市若柴１７３－８　柏の葉キャ （調）第250号             平成28年 4月 1日
     ンパス１５１街区Ｂ棟ＳＢ３－１ （か薬）第462号           平成29年 4月 1日
     04-7199-7025  (04-7199-7026) （在薬）第1505号          平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10902143444  くすりのイワタ薬局 〒277-0051 （調基１）第2022号        平成28年11月 1日
     柏市加賀３－１７－１７
     04-7175-1685  (04-7175-1660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10912143451  ウエルシア薬局　柏酒〒277-0053 （調基１）第692号         平成28年 4月 1日
     井根店 柏市酒井根２－３７－５ （後発調２）第1716号      平成28年11月 1日
     04-7170-5124  (04-7170-5147) （在薬）第1942号          平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10922143477  イオンリテール株式会〒277-0854 （調基１）第2128号        平成29年 4月 1日
     社　イオン薬局　柏店柏市豊町２－５－２５ （後発調１）第2382号      平成28年 8月 1日
     04-7142-0190  (04-7142-0191) （在薬）第2102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  117

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 10932143485  あけぼの薬局　東店 〒277-0862 （調基３）第147号         平成28年 4月 1日
     柏市篠籠田６１６－３ （後発調２）第1476号      平成28年 5月 1日
     04-7170-4611  (04-7170-4610) （か薬）第1226号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第1473号          平成20年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10942143493  あけぼの薬局　西店 〒277-0862 （調基３）第29号          平成28年 4月 1日
     柏市篠籠田６２１－２ （後発調２）第1563号      平成28年 7月 1日
     04-7146-9087  (04-7146-9099) （在調）第183号           平成25年 2月 1日
     （か薬）第525号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1593号          平成20年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10952143527  株式会社　ヤマグチ薬〒277-0861 （調基３）第3号           平成28年 4月 1日
     局　ヤマグチ薬局柏高柏市高田５３２－４ （後発調１）第1440号      平成28年 4月 1日
     田店 04-7142-8288  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10962143543  ウエルシア薬局　柏し〒277-0945 （調基１）第606号         平成28年 4月 1日
     いの木台店 柏市しいの木台２－１ （後発調２）第1551号      平成28年 7月 1日
     047-330-6220  (047-330-6221) （在薬）第1548号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10972143550  ウエルシア薬局　北柏〒277-0832 （調基１）第607号         平成28年 4月 1日
     店 柏市北柏４－３－１２ （後発調１）第2374号      平成28年 8月 1日
     04-7160-2750  (04-7160-2751) （在薬）第1547号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10982143576  株式会社エスシーグル〒277-0843 （調基１）第1551号        平成28年 4月 1日
     ープ　かしわ鈴薬局 柏市明原３－３－１２ （調）第15号              平成28年 4月 1日
     04-7190-5581  (04-7190-5582) （後発調１）第2037号      平成28年 4月 1日
     （在調）第615号           平成29年 9月 1日
     （か薬）第50号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第1564号          平成21年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10992143592  さくら薬局　新柏店 〒277-0084 （調基１）第348号         平成28年 4月 1日
     柏市新柏１－１８１０－３ （調）第383号             平成28年 9月 1日
     04-7160-3188  (04-7160-3189) （後発調２）第2044号      平成29年 9月 1日
     （在調）第635号           平成29年10月 1日
     （か薬）第606号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1658号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11002143618  薬局くすりの福太郎　〒277-0832 （調基１）第1353号        平成28年 4月 1日
     北柏店 柏市北柏１－１－１ （在薬）第2771号          平成29年 9月11日
     04-7162-6729  (04-7180-7229)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11012143626  日本調剤　柏の葉薬局〒277-0871 （調基２）第54号          平成28年 4月 1日
     柏市若柴２２７－６柏の葉キャン （後発調１）第2507号      平成28年11月 1日
     パス１４７街区　Ｅ－１ （在調）第373号           平成27年 8月 1日
     04-7137-0451  (04-7137-0452) （か薬）第318号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1689号          平成22年 7月18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  118

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 11022143642  友愛薬局　南柏店 〒277-0075 （調基１）第1145号        平成28年 4月 1日
     柏市南柏中央６－１三上ビル１Ｆ （調）第126号             平成28年 4月 1日
     04-7170-5505  (04-7175-7200) （後発調１）第2391号      平成28年 8月 1日
     （薬菌）第53号            平成24年 4月 1日
     （在調）第184号           平成25年 3月 1日
     （か薬）第194号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1846号          平成24年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11032143659  アサヒ薬局豊四季店 〒277-0863 （調基１）第155号         平成28年 4月 1日
     柏市豊四季１１３－４ （後発調１）第1406号      平成28年 4月 1日
     04-7128-5222  (04-7128-5221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11042143667  スズラン薬局 〒277-0074 （調基１）第29号          平成28年 4月 1日
     柏市今谷上町４５－２３ （後発調１）第1409号      平成28年 4月 1日
     04-7160-0010  (04-7160-0011) （在薬）第1727号          平成22年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11052143691  ゆずのき薬局 〒277-0885 （調基１）第1860号        平成28年 4月 1日
     柏市西原７－７－２１ （後発調２）第1481号      平成28年 5月 1日
     04-7189-7567  (04-7189-7568) （在薬）第2004号          平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11062143733  柏龍堂薬局柏店 〒277-0005 （調基１）第1564号        平成28年 4月 1日
     柏市柏３－３－８ （後発調２）第1586号      平成28年 7月 1日
     04-7163-9990  (04-7163-9990) （在薬）第1856号          平成24年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11072143741  ファーコス薬局　柏わ〒277-0024 （調基１）第1027号        平成28年 4月 1日
     かば 柏市若葉町１１－１２やまとマン （在薬）第1849号          平成24年 1月 1日
     ション１Ｆ
     04-7166-8915  (04-7166-8916)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11082143758  ファーコス薬局　柏み〒277-0943 （調基３）第59号          平成28年 4月 1日
     なみ 柏市高柳新田１７－１１４ （後発調２）第1371号      平成28年 4月 1日
     04-7190-2270  (04-7190-2271) （在調）第518号           平成28年11月 1日
     （か薬）第371号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1850号          平成24年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11092143766  薬局マツモトキヨシ　〒277-0852 （調基１）第973号         平成28年 4月 1日
     柏旭町店 柏市旭町４－６－２ （後発調２）第2186号      平成30年 1月 1日
     04-7141-8585  (04-7141-8585) （在薬）第2562号          平成28年 8月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11102143782  有限会社ヱド川薬局　〒277-0062 （調基１）第420号         平成28年 4月 1日
     フォレスト薬局 柏市光ケ丘団地４－２００第１号 （後発調１）第2051号      平成28年 4月 1日
     棟　第１３号室 （在薬）第2213号          平成26年 4月 1日
     04-7171-4901  (04-7171-4902)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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  119

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 11112143808  薬局くすりの福太郎　〒277-0852 （調基３）第92号          平成28年 4月 1日
     柏旭町店 柏市旭町１－１－２号ＹＫ－７ビ （後発調１）第1756号      平成28年 4月 1日
     ル５階 （在薬）第2780号          平成29年 9月11日
     04-7142-7029  (04-7142-7029)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11122143824  薬局マツモトキヨシ　〒277-0005 （調基１）第962号         平成28年 4月 1日
     柏東口駅前店 柏市柏２－２－２浅野ビル１Ｆ （調）第566号             平成29年10月 1日
     04-7167-7055  (04-7167-7055) （後発調１）第2348号      平成28年 7月 1日
     （か薬）第1130号          平成29年10月 1日
     （在薬）第2561号          平成28年 8月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11132143832  さくら薬局　柏下店 〒277-0004 （調基３）第14号          平成28年 4月 1日
     柏市柏下字東１５５ （後発調１）第1512号      平成28年 4月 1日
     04-7160-2530  (04-7160-2520) （在調）第193号           平成25年 5月 1日
     （か薬）第1028号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第2018号          平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11142143857  柏ハート薬局 〒277-0005 （調基１）第276号         平成28年 4月 1日
     柏市柏４－５－２１　興善第２ビ （後発調２）第1916号      平成29年 4月 1日
     ル１Ｆ （在薬）第2183号          平成26年 3月19日
     04-7197-4110  (04-7197-4113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11152143865  ウエルシア薬局南柏駅〒277-0855 （調基１）第633号         平成28年 4月 1日
     西口店 柏市南柏１－８－１６ （後発調２）第2262号      平成30年 3月 1日
     04-7141-6371  (04-7141-6372) （在薬）第2073号          平成25年 7月 3日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11162143873  薬局マツモトキヨシ　〒277-0065 （調基１）第969号         平成28年 4月 1日
     光ケ丘店 柏市光ケ丘２－２１－２５ （後発調２）第2204号      平成30年 2月 1日
     04-7176-1880  (04-7176-1880) （か薬）第1224号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第2112号          平成25年 8月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11172143881  手賀の杜薬局 〒270-1445 （調基１）第1495号        平成28年 4月 1日
     柏市岩井７８９－１２ （後発調１）第1840号      平成28年 4月 1日
     04-7196-6190  (04-7196-6191) （在薬）第2071号          平成25年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11182143899  ヤックスドラッグ北柏〒277-0004 （調基１）第1108号        平成28年 4月 1日
     薬局 柏市柏下１５８ （調）第255号             平成28年 4月 1日
     04-7197-5570  (04-7197-5571) （後発調２）第2298号      平成30年 3月 1日
     （薬菌）第72号            平成25年 8月 1日
     （在調）第449号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第515号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2087号          平成25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  120

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 11192143915  光ヶ丘薬局 〒277-0065 （調基１）第80号          平成28年 4月 1日
     柏市光ケ丘２－３－１０ （調）第519号             平成29年 7月 1日
     04-7197-5088  (04-7197-5087) （後発調２）第2188号      平成30年 1月 1日
     （在調）第503号           平成28年 9月 1日
     （か薬）第1052号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第2078号          平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11202143931  柏第一薬局 〒277-0842 （調基１）第273号         平成28年 4月 1日
     柏市末広町４－７丸金第２ビル１ （後発調２）第1163号      平成28年 4月 1日
     階 （在薬）第2524号          平成28年 5月 9日
     04-7142-7766  (04-7142-7767)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11212143956  豊四季ファーマシー 〒277-0845 （調基１）第1276号        平成28年 4月 1日
     柏市豊四季台１－３－１ （調）第232号             平成28年 4月 1日
     04-7144-1095  (04-7144-1596) （後発調２）第1901号      平成29年 4月 1日
     （薬菌）第77号            平成26年 4月 1日
     （在調）第485号           平成28年 7月 1日
     （か薬）第491号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2218号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11222143964  薬局タカサ　オアシス〒277-0025 （調基１）第1127号        平成28年 4月 1日
     柏店 柏市千代田３－８－７ヴィヌス柏 （後発調２）第1335号      平成28年 4月 1日
     １Ｆ （薬菌）第120号           平成27年 7月 1日
     04-7167-6351  (04-7167-6352) （在調）第368号           平成27年 8月 1日
     （在薬）第2239号          平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11232143972  つばめ薬局 〒277-0843 （調基１）第528号         平成28年 4月 1日
     柏市明原３－１－１６ （在薬）第2252号          平成26年 8月 1日
     04-7192-6565  (04-7192-6556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11242143980  日本調剤　柏の葉公園〒277-0882 （調基特１）第5号         平成29年10月 1日
     薬局 柏市柏の葉５－４－１８ （調）第589号             平成30年 1月 1日
     04-7137-2115  (04-7137-2116) （後発調２）第1345号      平成28年 4月 1日
     （薬菌）第148号           平成28年 8月 1日
     （在調）第376号           平成27年 8月 1日
     （か薬）第314号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2265号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11252143998  柏エンゼル薬局 〒277-0004 （調基１）第275号         平成28年 4月 1日
     柏市柏下２８０－１ （在薬）第2354号          平成27年 2月23日
     04-7199-2980  (04-7199-2981)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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  121

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 11262144004  ハーブランド薬局南柏〒277-0075 （調基１）第1333号        平成28年 4月 1日
     店 柏市南柏中央３－１０ （調）第191号             平成28年 4月 1日
     04-7160-0082  (04-7160-0086) （後発調２）第1732号      平成28年11月 1日
     （薬菌）第102号           平成26年10月 1日
     （在調）第308号           平成26年11月 1日
     （か薬）第391号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2282号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11272144012  あおば薬局柏中央店 〒277-0022 （調基１）第1501号        平成28年 4月 1日
     柏市泉町１－３２ （後発調１）第1854号      平成28年 4月 1日
     04-7165-7747  (04-7165-7847) （在薬）第2320号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11282144020  あさひ薬局 〒277-0004 （調基３）第125号         平成28年 4月 1日
     柏市柏下２７６－５ （後発調１）第2081号      平成28年 4月 1日
     04-7160-1011  (04-7163-1193) （か薬）第1248号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第2344号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11292144038  オレンジ薬局 〒277-0004 （調基１）第1660号        平成28年 4月 1日
     柏市柏下２７８－１ （後発調１）第2079号      平成28年 4月 1日
     04-7165-1650  (04-7165-1651) （在薬）第2345号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11302144046  モミの木薬局 〒277-0827 （調基１）第269号         平成28年 4月 1日
     柏市松葉町４－１２－２ （調）第584号             平成30年 1月 1日
     04-7133-3203  (04-7133-3203) （後発調２）第1885号      平成29年 3月 1日
     （か薬）第1156号          平成29年12月 1日
     （在薬）第2499号          平成28年 3月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11312144053  サンエー薬局柏店 〒277-0005 （調基１）第1661号        平成28年 4月 1日
     柏市柏１２７２－１ （後発調２）第1425号      平成28年 4月 1日
     04-7162-0740  (04-7162-0743) （在調）第356号           平成27年 6月 1日
     （在薬）第2356号          平成27年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11322144079  ハーブランド薬局柏３〒277-0005 （調基１）第1339号        平成28年 4月 1日
     丁目店 柏市柏３－７－２６ （調）第186号             平成28年 4月 1日
     04-7166-1515  (04-7166-1182) （後発調２）第1703号      平成28年10月 1日
     （薬菌）第119号           平成27年 7月 1日
     （在調）第365号           平成27年 7月 1日
     （か薬）第386号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2379号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11332144087  スギ薬局　柏豊四季店〒277-0863 （調基１）第1762号        平成28年 4月 1日
     柏市豊四季２２７－１ （調）第6号               平成28年 4月 1日
     04-7141-7810  (04-7141-7811) （後発調２）第1818号      平成29年 1月 1日
     （薬菌）第122号           平成27年 8月13日
     （在調）第381号           平成27年 8月13日
     （か薬）第63号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第2412号          平成27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  122

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 11342144095  ウエルシア薬局柏の葉〒277-0873 （調基１）第647号         平成28年 4月 1日
     キャンパス店 柏市中十余二３９７－１中央１８ （後発調２）第1997号      平成29年 8月 1日
     ２街区３ （在薬）第2420号          平成27年10月 1日
     04-7137-3015  (04-7137-3016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11352144103  カワシマ薬局 〒277-0021 （調基１）第1696号        平成28年 4月 1日
     柏市中央町５－１５ （か薬）第1254号          平成30年 3月 1日
     04-7167-3632  (04-7163-5706) （在薬）第2458号          平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11362144111  末広薬局 〒277-0842 （調基２）第53号          平成28年 4月 1日
     柏市末広町９－１４ （薬菌）第129号           平成27年11月 1日
     04-7148-7200  (04-7148-7088) （在調）第408号           平成27年11月 1日
     （か薬）第285号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2459号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11372144129  アイン薬局柏駅前店 〒277-0842 （調基１）第2002号        平成28年 8月 1日
     柏市末広町９－１４小竹ビル１Ｆ （調）第431号             平成28年12月 1日
     04-7142-3171  (04-7142-3173) （在調）第409号           平成27年11月 1日
     （か薬）第646号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2460号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11382144137  南増尾ファーマシー 〒277-0054 （調基１）第866号         平成28年 4月 1日
     柏市南増尾１－１４－１１ （後発調１）第2423号      平成28年 9月 1日
     04-7136-7145  (04-7136-7155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11392144145  ヤックスドラッグ柏光〒277-0065 （調基１）第1978号        平成28年 6月 1日
     ヶ丘薬局 柏市光ケ丘２－２３－１ （後発調１）第2852号      平成29年11月 1日
     04-7189-8891  (04-7189-8892)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11402144152  つなぐ薬局 〒277-0012 （調基１）第1992号        平成28年 6月 1日
     柏市桜台２－１ （調）第556号             平成29年 9月 1日
     047-103-1312  （後発調２）第1720号      平成28年11月 1日
     （薬菌）第146号           平成28年 7月 1日
     （在調）第595号           平成29年 7月 1日
     （か薬）第1108号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第2529号          平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11412144160  さくら薬局　柏大津ケ〒277-0921 （調基１）第2008号        平成28年 8月 1日
     丘店 柏市大津ケ丘４－２８－２ （後発調２）第2149号      平成29年12月 1日
     04-7160-8430  (04-7160-8431) （か薬）第948号           平成29年 3月 1日
     （在薬）第2565号          平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11422144178  ハックドラッグイオン〒277-0854 （調基１）第2026号        平成28年 9月 1日
     モール柏薬局 柏市豊町２－５－２５イオンモー （後発調２）第2160号      平成30年 1月 1日
     ル柏１Ｆ （在薬）第2586号          平成28年 9月 1日
     04-7141-1591  (04-7141-1592)



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  123

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 11432144186  ライオン薬局 〒277-0042 （調基１）第2035号        平成28年10月 1日
     柏市逆井４－２６－７ （後発調１）第2535号      平成28年10月 1日
     04-7172-3058  (04-7172-3058) （在薬）第2607号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11442144194  アイセイ薬局　高柳店〒277-0941 （調基１）第2139号        平成29年 4月 1日
     柏市高柳４７１－９ （調）第469号             平成29年 4月 1日
     04-7193-0056  (04-7193-0081) （後発調２）第2230号      平成30年 2月 1日
     （在調）第550号           平成28年10月 1日
     （か薬）第861号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2633号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11452144202  アイセイ薬局　南柏店〒277-0075 （調基１）第2065号        平成28年10月 1日
     柏市南柏中央１－６宇佐見ビル１ （調）第423号             平成28年10月 1日
     Ｆ （後発調２）第1762号      平成28年10月 1日
     04-7171-5522  (04-7171-5523) （在調）第551号           平成28年10月 1日
     （か薬）第862号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2634号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11462144210  アイセイ薬局　南柏駅〒277-0075 （調基１）第2066号        平成28年10月 1日
     前店 柏市南柏中央２－９ （調）第401号             平成28年11月 1日
     04-7170-8222  (04-7170-8248) （後発調２）第1763号      平成28年10月 1日
     （在調）第552号           平成28年10月 1日
     （か薬）第863号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2635号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11472144228  アイセイ薬局　柏店 〒277-0005 （調基１）第2067号        平成28年10月 1日
     柏市柏４－６－２０ （後発調２）第2293号      平成30年 3月 1日
     04-7165-7075  (04-7166-2626) （か薬）第1115号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第2636号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11482144244  ローソンクオール薬局〒277-0855 （調基１）第2071号        平成29年 5月 1日
     南柏駅西店 柏市南柏１－１２－３ （後発調２）第1873号      平成29年 3月 1日
     04-7138-6489  (04-7138-6490) （か薬）第1036号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第2648号          平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11492144251  高柳薬局 〒277-0941 （調基１）第2076号        平成28年12月 1日
     柏市高柳１－１－１－１０１ （後発調２）第1883号      平成29年 3月 1日
     04-7170-1409  (04-7170-1408) （薬菌）第162号           平成30年 3月 1日
     （在調）第573号           平成29年 3月 1日
     （在薬）第2734号          平成29年 6月30日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11502144269  クオール薬局　柏の葉〒277-0871 （調基１）第2101号        平成29年 3月 1日
     店 柏市若柴１７８－４柏の葉キャン （後発調２）第1976号      平成29年 6月 1日
     パス１４８街区１Ｂ （か薬）第1147号          平成29年11月 1日
     04-7128-7589  (04-7128-7790) （在薬）第2677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  124

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 11512144277  くすのき薬局かしわ沼〒277-0921 （調基１）第2164号        平成29年 5月 1日
     南店 柏市大津ケ丘１－４５－６ （後発調２）第2022号      平成29年 8月 1日
     04-7192-7685  (04-7192-7686) （在薬）第2711号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11522144285  薬局はくば 〒277-0871 （調基１）第2173号        平成29年 6月 1日
     柏市若柴２６４－１中央１８０街 （後発調２）第2047号      平成29年 9月 1日
     区１デュオセーヌ柏の葉キャンパ
     ス薬局はくば
     04-7199-8988  (04-7199-8982)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11532144293  ローソンクオール薬局〒277-0855 （調基１）第2212号        平成29年 9月 1日
     南柏駅西口店 柏市南柏１－２－１ （後発調２）第2244号      平成30年 2月 1日
     04-7189-8289  (04-7189-8290) （在薬）第2749号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11542144301  ローソンクオール薬局〒277-0851 （調基１）第2219号        平成29年 9月 1日
     柏向原町店 柏市向原町１－１ （後発調２）第2128号      平成29年12月 1日
     04-7128-9089  (04-7128-9340) （在薬）第2757号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11552144319  ウエルシア薬局柏豊四〒277-0863 （調基１）第2235号        平成29年10月 1日
     季店 柏市豊四季２６９－９ （後発調２）第2196号      平成30年 2月 1日
     04-7141-2530  (04-7141-2531) （在薬）第2797号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11562144327  柏龍堂柏の葉キャンパ〒277-0871 （調基１）第2231号        平成29年 9月 8日
     ス薬局 柏市若柴２２６－４１中央１４４ （後発調１）第2823号      平成29年 9月 8日
     街区１アベニフ柏の葉１Ｆ
     04-7197-2111  (04-7197-2112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11572144335  飛鳥薬局柏駅前店 〒277-0005 （調基１）第2240号        平成29年10月 1日
     柏市柏４－４－１７ （調）第583号             平成29年12月 1日
     04-7166-7311  (04-7166-7397) （後発調２）第2081号      平成29年10月 1日
     （か薬）第1204号          平成29年12月 1日
     （在薬）第2804号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11582144343  柏薬局 〒277-0843 （調基１）第2274号        平成29年12月 1日
     柏市明原２－２－１６
     04-7145-6454  (04-7144-6159)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11592144350  柏薬局　明原店 〒277-0843 （調基１）第2276号        平成29年12月 1日
     柏市明原３－２－６ （調）第586号             平成29年12月 1日
     04-7141-0425  (04-7141-0428) （在調）第649号           平成29年12月 1日
     （か薬）第1217号          平成29年12月 1日
     （在薬）第2833号          平成29年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11602144368  調剤薬局マツモトキヨ〒277-0803 （調基１）第2297号        平成30年 3月 1日
     シ　柏たなか店 柏市小青田１－２－３
     04-7133-5010  (04-7133-5010)



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  125

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 11612300036  山口薬局 〒270-0115 （調基１）第1239号        平成28年 4月 1日
     流山市江戸川台西２‐１４４ （在薬）第39号            平成 8年 1月 1日
     0471-52-0225  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11622310027  株式会社　流山山﨑薬〒270-0164 （調基１）第1979号        平成28年 6月 1日
     局本店 流山市流山５‐９‐１ （在薬）第135号           平成 9年12月 1日
     04-7158-0028  (04-7158-2589)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11632340107  ニッシンファーマシー〒270-0163 （調基１）第1927号        平成28年 4月 1日
     流山市南流山８‐１８‐１５ （在薬）第129号           平成 9年11月 1日
     0471-59-9831  (0471-59-9832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11642340180  すみれ調剤薬局 〒270-0114 （調基２）第3号           平成28年 4月 1日
     流山市東初石２－１２４ （後発調１）第2245号      平成28年 6月 1日
     04-7153-3131  (04-7153-0707) （か薬）第1075号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第124号           平成 9年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11652340271  オシベ薬局 〒270-0141 （調基１）第111号         平成28年 4月 1日
     流山市松ケ丘４－５１４－２０９
     0471-44-6966  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11662340289  ながれやま薬局 〒270-0163 （調基１）第416号         平成28年 4月 1日
     流山市南流山３ー１６ー３ （在薬）第2215号          平成26年 4月 1日
     0471-58-8878  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11672340305  わかば薬局 〒270-0174 （調基１）第2109号        平成29年 4月 1日
     流山市下花輪４０９－１１ （調）第502号             平成29年 6月 1日
     04-7159-8502  (04-7150-2848) （後発調２）第1194号      平成28年 4月 1日
     （薬菌）第55号            平成24年 4月 1日
     （在調）第109号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第798号           平成28年11月 1日
     （在薬）第145号           平成 8年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11682340313  つばさ調剤薬局　初石〒270-0114 （調基１）第1561号        平成28年 4月 1日
     店 流山市東初石３－１００－３３ （後発調２）第1800号      平成29年 1月 1日
     0471-52-1144  (04-7152-1144) （か薬）第788号           平成28年10月 1日
     （在薬）第270号           平成11年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11692340339  東高堂薬局 〒270-0161
     流山市鰭ケ崎１５９８－６
     0471-59-0235  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11702340354  ウエルシア流山薬局 〒270-0176 （調基１）第656号         平成28年 4月 1日
     流山市加１－１３－５ （後発調２）第1610号      平成28年 8月 1日
     04-7150-1320  (04-7140-7156) （在薬）第1123号          平成18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  126

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 11712340362  株式会社南山堂　南山〒270-0163 （調基１）第570号         平成28年 4月 1日
     堂薬局　南流山店 流山市南流山４－１－１５南流山 （調）第287号             平成28年 5月 1日
     駅前ビル１Ｆ （後発調２）第1929号      平成29年 4月 1日
     0471-50-5331  （在調）第576号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第53号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第1455号          平成20年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11722340370  つばさ薬局　こうのす〒270-0102 （調基１）第1562号        平成28年 4月 1日
     台店 流山市こうのす台６２９－６７ （後発調２）第1856号      平成29年 3月 1日
     0471-53-7737  (0471-53-7737) （在薬）第267号           平成11年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11732340388  駒木台ファーマシー 〒270-0113 （調基１）第441号         平成28年 4月 1日
     流山市駒木台４９５－３６ （後発調２）第1604号      平成28年 8月 1日
     0471-55-3494  (0471-52-7599) （在薬）第407号           平成11年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11742340396  ファミリー薬局 〒270-0115 （調基１）第20号          平成28年 4月 1日
     流山市江戸川台西１－１２４ （後発調２）第1556号      平成28年 7月 1日
     0471-54-2575  （在薬）第474号           平成12年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11752340412  イースト薬局 〒270-0111 （調基１）第1230号        平成28年 4月 1日
     流山市江戸川台東３－１５２－３ （後発調２）第1659号      平成28年 9月 1日
     04-7178-3330  (04-7156-1777) （か薬）第185号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1131号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11762340420  つばさ薬局　南流山店〒270-0163 （調基１）第1560号        平成28年 4月 1日
     流山市南流山２－２４－６小西第 （後発調２）第1726号      平成28年11月 1日
     １０Ｍ＆Ｓビル１Ｆ （か薬）第815号           平成28年11月 1日
     04-7150-7500  (04-7150-7500) （在薬）第1524号          平成21年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11772340446  有限会社クスリの仁八〒270-0175 （調基１）第232号         平成28年 4月 1日
     薬局　クスリの仁八薬流山市三輪野山１－１２０２－１ （後発調２）第1157号      平成28年 4月 1日
     局 04-7159-7695  (04-7150-4669)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11782340487  株式会社外苑企画商事〒270-0115 （調基１）第1729号        平成28年 4月 1日
     　江戸川台薬局 流山市江戸川台西２－１４１ （調）第463号             平成29年 4月 1日
     04-7178-2851  (04-7178-2852) （後発調２）第1193号      平成28年 4月 1日
     （在調）第579号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第700号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第2387号          平成27年 6月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11792340503  株式会社くすりの福太〒270-0163 （調基１）第1368号        平成28年 4月 1日
     郎　薬局くすりの福太流山市南流山３－１１－５㈱秋元 （後発調２）第1429号      平成28年 4月 1日
     郎　南流山店 南流山ビル１Ｆ （在薬）第2763号          平成29年 9月11日
     04-7157-6522  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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  127

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 11802340537  ほずみ薬局 〒270-0135 （調基１）第1620号        平成28年 4月 1日
     流山市野々下５－９７４－２４ （調）第97号              平成28年 4月 1日
     04-7147-5552  （在調）第252号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第179号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1406号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11812340545  はからめ薬局 〒270-0116 （調基１）第845号         平成28年 4月 1日
     流山市中野久木５１１－９ （調）第121号             平成28年 4月 1日
     04-7154-7515  (04-7154-7516) （後発調２）第1500号      平成28年 6月 1日
     （在調）第459号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第254号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1715号          平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11822340552  ウエルシア薬局　流山〒270-0135 （調基１）第674号         平成28年 4月 1日
     野々下店 流山市野々下３－７５６－１ （後発調１）第1622号      平成28年 4月 1日
     04-7141-7022  (04-7141-7023) （在薬）第2291号          平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11832340578  みずき薬局　平和台店〒270-0157 （調基１）第1549号        平成28年 4月 1日
     流山市平和台４－５－４３平和台 （調）第518号             平成29年 6月 1日
     メディカルビルディング２号 （在調）第14号            平成24年 4月 1日
     04-7157-7137  (04-7157-7138) （か薬）第1033号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第1052号          平成17年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11842340586  薬局ふろっぐ 〒270-0163 （調基１）第1139号        平成28年 4月 1日
     流山市南流山１－１４－７アーク （調）第36号              平成28年 4月 1日
     ス００３号室 （後発調１）第2336号      平成28年 7月 1日
     04-7157-8655  (047-157-8656) （か薬）第82号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第1390号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11852340594  三幸薬局 〒270-0111 （調基１）第240号         平成28年 4月 1日
     流山市江戸川台東２－３１５－２ （在薬）第2457号          平成27年11月24日
     04-7178-3393  (04-7178-3394)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11862340602  コスモス薬局 〒270-0163 （調基１）第822号         平成28年 4月 1日
     流山市南流山２－８－１０ （後発調２）第1279号      平成28年 4月 1日
     04-7157-6112  （在薬）第1199号          平成18年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11872340628  有限会社初石商事　す〒270-0114 （調基２）第4号           平成28年 4月 1日
     ずらん調剤薬局 流山市東初石２－１１７－３ （後発調２）第1463号      平成28年 5月 1日
     04-7156-8989  (0471-56-8988) （在薬）第2169号          平成26年 2月24日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11882340636  株式会社武蔵野調剤薬〒270-0114 （調基１）第821号         平成28年 4月 1日
     局　株式会社武蔵野調流山市東初石６－１８３－１ライ （後発調２）第1527号      平成28年 6月 1日
     剤薬局流山おおたかのフガーデン流山おおたかの森２０ （在薬）第1677号          平成22年 4月 1日
     森店 １
     04-7197-2917  (04-7197-2918)



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  128

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 11892340669  株式会社富士薬品　ド〒270-0163 （調基１）第1451号        平成28年 4月 1日
     ラッグセイムス南流山流山市南流山２－２－７ （後発調２）第1478号      平成28年 5月 1日
     薬局 04-7158-6871  (04-7140-7177) （在調）第361号           平成27年 6月 1日
     （か薬）第820号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1502号          平成21年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11902340677  株式会社三ツ葉　三ツ〒270-0145 （調基１）第766号         平成28年 4月 1日
     葉薬局 流山市名都借３００－５
     04-7141-3008  (04-7141-3090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11912340685  株式会社広小路山崎薬〒270-0164 （調基１）第1645号        平成28年 4月 1日
     局　ひろこうじ薬局 流山市流山９－８００－２　ＩＹ （後発調１）第1934号      平成28年 4月 1日
     １Ｆ
     04-7158-2115  (04-7158-2115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11922340693  とくいずみ仁薬局 〒270-0163 （調基１）第1184号        平成28年 4月 1日
     流山市南流山１－１４－１３ （後発調２）第1340号      平成28年 4月 1日
     04-7157-3249  (04-7157-3259) （在薬）第1679号          平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11932340701  三幸薬局　西初石店 〒270-0121 （調基１）第239号         平成28年 4月 1日
     流山市西初石２－１２－４ （後発調２）第1159号      平成28年 4月 1日
     04-7136-7193  (04-7136-7192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11942340727  友愛薬局　南流山店 〒270-0163 （調基３）第94号          平成28年 4月 1日
     流山市南流山２－１８－５ （後発調１）第2174号      平成28年 5月 1日
     04-7157-7170  (04-7158-0666) （在調）第465号           平成28年 6月 1日
     （か薬）第118号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1831号          平成23年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11952340735  ウエルシア薬局流山西〒270-0121 （調基１）第620号         平成28年 4月 1日
     初石店 流山市西初石３－１２－５ （後発調２）第1534号      平成28年 6月 1日
     04-7156-6557  (04-7156-6558) （在薬）第1837号          平成23年11月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11962340743  株式会社メディカルフ〒270-0152 （調基１）第1194号        平成28年 4月 1日
     ロンティア　なのはな流山市前平井１２１－２セントラ （後発調１）第2898号      平成30年 1月 1日
     薬局 ルマークス１Ｆ （在薬）第1980号          平成24年10月 1日
     04-7136-7319  (04-7136-7329)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11972340768  株式会社武蔵野調剤薬〒270-0137 （調基１）第376号         平成28年 4月 1日
     局ハナミズキテラス店流山市市野谷６６５－４０（新Ｂ （後発調２）第2132号      平成29年12月 1日
     ５２街区１） （在調）第477号           平成28年 4月 1日
     04-7197-3327  (04-7197-3328) （在薬）第2033号          平成25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  129

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 11982340776  ハーブランド薬局セン〒270-0151 （調基１）第1334号        平成28年 4月 1日
     トラルパーク店 流山市後平井１６５ （調）第511号             平成29年 6月 1日
     04-7157-8200  (04-7157-8800) （後発調２）第1819号      平成29年 1月 1日
     （薬菌）第73号            平成25年 9月 1日
     （在調）第300号           平成26年10月 1日
     （か薬）第1025号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第2114号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11992340784  そうごう薬局流山おお〒270-0121 （調基１）第1585号        平成28年 4月 1日
     たかの森店 流山市西初石６－８３１－２ウェ （調）第381号             平成28年 9月 1日
     ルスおおたかの森１階 （後発調２）第1415号      平成28年 4月 1日
     04-7197-5871  (04-7197-5872) （か薬）第34号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第2128号          平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12002340792  ウエルシア薬局流山お〒270-0121 （調基１）第626号         平成28年 4月 1日
     おたかの森店 流山市西初石５－９９－３ （後発調２）第1535号      平成28年 6月 1日
     04-7178-2800  (04-7178-2801) （在薬）第2311号          平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12012340800  そうごう薬局　南流山〒270-0162 （調基１）第1583号        平成28年 4月 1日
     店 流山市木４０２（木Ｂ７０街区２ （調）第379号             平成28年 9月 1日
     ）ヤオコー南流山店２階 （後発調２）第1413号      平成28年 4月 1日
     04-7137-7561  (04-7137-7562) （か薬）第733号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第2375号          平成27年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12022340818  たんぽぽ薬局 〒270-0163 （調基１）第745号         平成28年 4月 1日
     流山市南流山１－１８－２ （後発調２）第1268号      平成28年 4月 1日
     0471-58-7170  (0471-58-7170)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12032340834  ふくろう薬局 〒270-0152 （調基１）第1141号        平成28年 4月 1日
     流山市前平井９４（運Ｂ１４１街 （調）第480号             平成29年 4月 1日
     区１２） （後発調２）第1701号      平成28年10月 1日
     04-7136-2960  (04-7170-2966) （在調）第499号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第752号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2513号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12042340842  有限会社豊四季ファー〒270-0137 （調基１）第753号         平成28年 4月 1日
     マシー薬局おおたかの流山市市野谷６６０－１（新Ａ４ （後発調１）第2361号      平成28年 8月 1日
     森フォレスト 街区１）Ｋ－２ （在薬）第2504号          平成28年 4月 1日
     04-7178-8711  (04-7178-8712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12052340859  わかば薬局　中央店 〒270-0152 （調基２）第113号         平成28年10月 1日
     流山市前平井１５５ （後発調２）第1628号      平成28年 8月 1日
     04-7186-6111  (04-7186-6112) （か薬）第872号           平成28年12月 1日
     （在薬）第2531号          平成28年 6月 9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  130

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 12062340867  シーエス薬局江戸川台〒270-0115 （調基１）第1962号        平成28年 5月 1日
     店 流山市江戸川台西２－５１ （後発調２）第1641号      平成28年 8月 1日
     04-7156-3838  (04-7156-3838)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12072340875  薬局ハカラメディコ 〒270-0152 （調基１）第1967号        平成28年 5月 1日
     流山市前平井１７７－１プロシー （後発調２）第1651号      平成28年 9月 1日
     ドＴＸ流山セントラルパーク００ （在調）第643号           平成29年12月 1日
     ０１ （在薬）第2523号          平成28年 5月10日
     04-7197-7112  (04-7197-7113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12082340883  ウエルシア薬局流山向〒270-0143 （調基１）第2005号        平成28年 8月 1日
     小金店 流山市向小金２－１８４－５ （後発調１）第2551号      平成28年12月 1日
     04-7170-6106  (04-7170-6107) （在薬）第2548号          平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12092340891  ウエルシア薬局流山西〒270-0156 （調基１）第2019号        平成28年10月 1日
     平井店 流山市西平井１４４３（西Ａ２３ （後発調２）第1829号      平成29年 2月 1日
     街区２０） （在薬）第2581号          平成28年10月 3日
     04-7140-7005  (04-7140-7006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12102340917  ふじい薬局 〒270-0111 （調基１）第2075号        平成28年11月 7日
     流山市江戸川台東２－１０２
     04-7152-0129  (04-7155-1515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12112340925  流山セントラルパーク〒270-0152 （調基１）第2102号        平成29年 3月 1日
     薬局 流山市前平井１５５（運Ｂ１４０
     街区５）フェリオ１階
     04-7128-6707  (04-7128-6708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12122340933  アイセイ薬局　おおた〒270-0137 （調基１）第2239号        平成29年10月 1日
     かの森店 流山市市野谷５８５－１ＬＥＶＥ （後発調２）第2179号      平成30年 1月 1日
     Ｎおおたかの森アネックス棟２Ｆ （在薬）第2800号          平成29年10月 1日
     04-7159-5015  (04-7157-9550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12132340941  わかば薬局パークビュ〒270-0152 （調基１）第2245号        平成29年11月 1日
     ー 流山市前平井１５４－１ （後発調２）第2219号      平成30年 2月 1日
     04-7128-9861  (04-7128-9862)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12142340958  みそら薬局 〒270-0133 （調基１）第2271号        平成29年12月 1日
     流山市十太夫１０８－２（新Ｃ５
     ７街区４画地）
     04-7156-0177  (04-7156-0178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12152340966  共創未来　流山薬局 〒270-0121 （調基１）第2279号        平成30年 1月 1日
     流山市西初石５－１１３－１おお （在薬）第2836号          平成30年 1月 1日
     たかプラザビル１０２
     04-7199-9511  (04-7199-9512)



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  131

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 12162410017  有限会社　松戸薬局 〒271-0091 （調基１）第295号         平成28年 4月 1日
     松戸市本町１８－１ （在薬）第1799号          平成23年 8月 1日
     047-362-2202  (047-367-1305)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12172410066  有限会社　ミヤマ薬局〒270-2251
     　有限会社　ミヤマ薬松戸市金ケ作４０８－１４３
     局 047-385-4800  (047-385-9109)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12182440089  スダカ薬局　松飛台支〒270-2214 （調基１）第1950号        平成28年 4月 1日
     店 松戸市松飛台２５９－１０ （後発調１）第2172号      平成28年 4月 1日
     0473-88-1470  (047-388-1468)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12192440113  山崎薬局 〒270-2212 （調基１）第102号         平成28年 4月 1日
     松戸市五香南２－３２－４ （在薬）第602号           平成13年12月 1日
     047-385-9123  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12202440261  有限会社松戸薬局　松〒270-2241 （調基１）第281号         平成28年 4月 1日
     戸新田店 松戸市松戸新田庚申前４２０‐７ （調）第223号             平成28年 4月 1日
     0473-63-1722  （在調）第166号           平成24年 7月 1日
     （か薬）第453号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1448号          平成20年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12212440402  ほてい堂薬局 〒270-2261 （調基１）第847号         平成28年 4月 1日
     松戸市常盤平７‐１８‐５ （後発調１）第1801号      平成28年 4月 1日
     0473-84-5855  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12222440576  薬局東京ファーマシー〒271-0063 （調基１）第172号         平成28年 4月 1日
     松戸市北松戸２‐６‐２ （後発調１）第2730号      平成29年 7月 1日
     047-367-6658  (047-361-7815) （か薬）第968号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1133号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12232440659  薬局東京ファーマシー〒270-2215 （調基１）第170号         平成28年 4月 1日
     ・Ｍ 松戸市串崎南町２６ （在薬）第1137号          平成18年 4月 1日
     047-384-3110  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12242440766  カワシマ薬局 〒271-0051 （調基１）第76号          平成28年 4月 1日
     松戸市馬橋２０１６‐２
     0473-45-9472  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12252440816  くるみ薬局 〒271-0062 （調基１）第554号         平成28年 4月 1日
     松戸市栄町６‐４１８‐２ （後発調１）第1582号      平成28年 4月 1日
     0473-67-4628  （在調）第4号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第770号           平成28年10月 1日
     （在薬）第172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  132

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 12262440840  岡田薬局 〒271-0092 （調基１）第1637号        平成28年 4月 1日
     松戸市松戸１６８１ （後発調１）第2075号      平成28年 4月 1日
     047-362-2020  （在薬）第130号           平成 9年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12272440980  蘭調剤薬局　新松戸店〒270-0034 （調基２）第65号          平成28年 4月 1日
     松戸市新松戸１－４０９　新松戸 （後発調２）第1582号      平成28年 7月 1日
     エスビル１階 （在調）第511号           平成28年10月 1日
     047-347-1871  (047-347-1885) （か薬）第706号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第1743号          平成23年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12282441103  藤調剤薬局 〒270-0023 （調基１）第1820号        平成28年 4月 1日
     松戸市八ケ崎１－３２－６ （後発調２）第1445号      平成28年 4月 1日
     0473-40-2640  （在薬）第178号           平成10年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12292441244  エビス薬局 〒271-0065 （調基１）第1929号        平成28年 4月 1日
     松戸市南花島３－４４－１２ （後発調１）第1702号      平成28年 4月 1日
     0473-62-2426  （在調）第154号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第224号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第227号           平成11年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12302441269  衛生堂薬局　本店 〒270-0035 （調基１）第1166号        平成28年 4月 1日
     松戸市新松戸南１－３５６－３ （後発調１）第1893号      平成28年 4月 1日
     0473-47-3314  （在薬）第179号           平成10年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12312441616  薬局オークファーマシ〒271-0047 （調基１）第395号         平成28年 4月 1日
     ー 松戸市西馬橋幸町１３ （後発調２）第2151号      平成30年 1月 1日
     047-340-3017  (047-340-3019)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12322441624  竹内薬局　松戸店 〒270-2224 （調基１）第56号          平成28年 4月 1日
     松戸市大橋４１６－２ （調）第545号             平成29年 8月 1日
     047-362-8961  （か薬）第950号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第308号           平成11年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12332441632  富士見薬局 〒271-0094 （調基１）第235号         平成28年 4月 1日
     松戸市上矢切２６５－２ （後発調２）第1766号      平成28年12月 1日
     047-362-8716  （在薬）第183号           平成10年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12342441673  友愛薬局　馬橋店 〒271-0043 （調基１）第1252号        平成28年 4月 1日
     松戸市旭町１－１３７－１ （調）第293号             平成28年 5月 1日
     047-340-1600  （在調）第61号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第115号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第194号           平成10年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12352441707  薬局マツモトキヨシ　〒271-0097 （調基１）第1662号        平成28年 4月 1日
     矢切店 松戸市栗山字中台１２５－１ （後発調２）第2140号      平成29年12月 1日
     047-368-3521  （在調）第471号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第2085号          平成25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  133

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 12362441731  友愛薬局　牧の原店 〒270-2267 （調基１）第1143号        平成28年 4月 1日
     松戸市牧の原１－１９ヴィラサン （調）第108号             平成28年 4月 1日
     ロードＡ－１０１ （後発調２）第1921号      平成29年 4月 1日
     047-394-7800  (047-394-7801) （か薬）第81号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第1128号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12372441756  アピオス薬局　北小金〒270-0014 （調基１）第8号           平成28年 4月 1日
     店 松戸市小金１
     047-348-4516  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12382441822  みのり台薬局 〒270-2241 （調基１）第211号         平成28年 4月 1日
     松戸市松戸新田５９７－２２ （在薬）第529号           平成12年 7月 1日
     047-308-8488  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12392441855  ベナ薬局 〒271-0064 （調基１）第1954号        平成28年 4月 1日
     松戸市上本郷２２２６－１
     047-331-3850  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12402441863  ウエルシア松戸元山薬〒270-2212 （調基１）第657号         平成28年 4月 1日
     局 松戸市五香南１－１－５ （後発調２）第2077号      平成29年11月 1日
     047-385-2401  (047-385-2410) （在薬）第1943号          平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12412441889  ウエルシア松戸牧の原〒270-2261 （調基１）第659号         平成28年 4月 1日
     薬局 松戸市常盤平６－２８－７ （後発調１）第2496号      平成28年10月 1日
     047-311-0111  (047-311-0112) （在薬）第1453号          平成20年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12422441939  アオキ薬局　新松戸店〒270-0034 （調基２）第58号          平成28年 4月 1日
     松戸市新松戸４－２１７ （後発調２）第1538号      平成28年 6月 1日
     047-309-7413  (047-309-7414)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12432441962  有限会社川名薬局　有〒271-0062 （調基１）第550号         平成28年 4月 1日
     限会社川名薬局 松戸市栄町５－２７５－１３ （後発調２）第2108号      平成29年12月 1日
     047-363-0093  (047-365-1193) （在薬）第506号           平成12年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12442441988  有限会社　小松調剤薬〒271-0096 （調基１）第918号         平成28年 4月 1日
     局　みゆき薬局松戸店松戸市下矢切９０－２ （後発調１）第2534号      平成28年12月 1日
     047-368-4789  （か薬）第1255号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第1265号          平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12452442028  薬局マツモトキヨシ　〒271-0084 （調基１）第971号         平成28年 4月 1日
     二十世紀ヶ丘店 松戸市二十世紀が丘丸山町３８－ （後発調２）第2137号      平成29年12月 1日
     ４ （在薬）第2554号          平成28年 8月 3日
     047-392-6331  (047-392-6331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12462442077  東京ディーエム有限会〒271-0077 （調基１）第1943号        平成28年 4月 1日
     社　すい星薬局　松戸松戸市根本２－１０ （後発調２）第1456号      平成28年 4月 1日
     店 047-330-3132  (047-330-3133) （在薬）第2237号          平成26年 5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  134

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 12472442127  ウエルシア松戸高塚薬〒270-2222 （調基１）第664号         平成28年 4月 1日
     局 松戸市高塚新田２３２ （後発調１）第1619号      平成28年 4月 1日
     047-312-7775  (047-312-7776) （在薬）第890号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12482442150  有限会社エム・シー・〒270-0023 （調基１）第1930号        平成28年 4月 1日
     アイ　サンエー薬局　松戸市八ケ崎１－３４－１６ （調）第184号             平成28年 4月 1日
     小金原店 047-347-6840  (047-309-7300) （後発調１）第2167号      平成28年 4月 1日
     （在調）第236号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第382号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第598号           平成13年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12492442184  株式会社外苑企画商事〒270-0034 （調基１）第1728号        平成28年 4月 1日
     　ひいらぎ薬局 松戸市新松戸４－１ （調）第475号             平成29年 4月 1日
     047-349-6801  (047-349-6802) （後発調２）第1191号      平成28年 4月 1日
     （在調）第583号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第732号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第905号           平成16年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12502442200  薬局マツモトキヨシ　〒270-2253 （調基１）第968号         平成28年 4月 1日
     八柱駅前店 松戸市日暮１－１５－１ （後発調１）第2904号      平成30年 1月 1日
     047-388-6605  (047-388-6605) （在薬）第2857号          平成30年 2月28日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12512442226  有限会社ユニファルマ〒271-0077 （調基１）第1021号        平成28年 4月 1日
     メディカ　あさひ薬局松戸市根本１４－２ （在薬）第1871号          平成24年 4月 1日
     047-360-0077  (047-360-0088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12522442234  梨香台薬局 〒270-2222 （調基１）第517号         平成28年 4月 1日
     松戸市高塚新田字背上４８８－４ （後発調２）第1218号      平成28年 4月 1日
     ８ （在調）第35号            平成24年 4月 1日
     047-330-9477  (047-330-9050) （在薬）第819号           平成16年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12532442283  有限会社安藤薬局　五〒270-2261 （調基１）第716号         平成28年 4月 1日
     香薬局 松戸市常盤平５－１７－１５ （調）第89号              平成28年 4月 1日
     047-385-0260  (047-385-0276) （薬菌）第134号           平成28年 3月 1日
     （在調）第325号           平成27年 2月 1日
     （か薬）第288号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第742号           平成15年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12542442291  はな薬局　上本郷店 〒271-0064 （調基１）第1505号        平成28年 4月 1日
     松戸市上本郷４３７８ （調）第509号             平成29年 6月 1日
     047-363-5761  （後発調２）第1395号      平成28年 4月 1日
     （在調）第461号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第1021号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第1205号          平成18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  135

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 12552442309  有限会社スミヤ　かざ〒271-0077 （調基１）第552号         平成28年 4月 1日
     ね薬局 松戸市根本７－８ （後発調１）第1563号      平成28年 4月 4日
     047-362-0601  (047-362-0602) （在薬）第772号           平成15年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12562442333  有限会社　ボイス　松〒271-0092 （調基１）第487号         平成28年 4月 1日
     戸西薬局 松戸市松戸２０４４ （調）第290号             平成28年 5月 1日
     047-361-7577  （後発調２）第1468号      平成28年 5月 1日
     （在調）第95号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第582号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第914号           平成16年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12572442358  有限会社　メディネッ〒270-0021 （調基１）第506号         平成28年 4月 1日
     ト　元気薬局　小金原松戸市小金原４－９－２０　テラ （後発調２）第1897号      平成29年 4月 1日
     支店 スエクセルユ－１号 （在薬）第2815号          平成29年11月 7日
     047-309-3565  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12582442366  薬局ユーエス・ファー〒271-0092 （調基１）第171号         平成28年 4月 1日
     マシー２号店 松戸市松戸１１６２－１ （後発調１）第2700号      平成29年 6月 1日
     047-308-3800  （か薬）第145号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1132号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12592442374  さくら通り薬局 〒270-2261 （調基１）第228号         平成28年 4月 1日
     松戸市常盤平２－１５－１１ （後発調２）第1155号      平成28年 4月 1日
     047-394-7575  （在薬）第1328号          平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12602442390  有限会社　安藤薬局　〒270-2213 （調基１）第1813号        平成28年 4月 1日
     北丘薬局 松戸市五香７－５５－１９ （後発調１）第2134号      平成28年 4月 1日
     047-384-1100  （薬菌）第140号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2332号          平成26年12月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12612442465  ウエルシア薬局　常盤〒270-2261 （調基１）第655号         平成28年 4月 1日
     平店 松戸市常盤平４－８－１９ （後発調２）第2258号      平成30年 3月 1日
     0473-83-0771  （在薬）第1494号          平成21年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12622442473  ひかり薬局 〒270-2231 （調基２）第11号          平成28年 4月 1日
     松戸市稔台１－１０－３ （後発調２）第1148号      平成28年 4月 1日
     047-361-3220  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12632442556  そうごう薬局　五香店〒270-2261 （調基１）第1606号        平成28年 4月 1日
     松戸市常盤平５－１２－６　第１ （調）第367号             平成28年 8月 1日
     泉ビル１Ｆ （後発調１）第2057号      平成28年 4月 1日
     047-704-6701  (047-704-6702) （か薬）第28号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第943号           平成16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  136

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 12642442606  ウエルシア薬局　松戸〒270-2203 （調基１）第673号         平成28年 4月 1日
     六高台店 松戸市六高台７－２０－１ （調）第199号             平成28年 4月 1日
     047-394-5288  (047-394-5289) （後発調２）第2259号      平成30年 3月 1日
     （か薬）第400号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1124号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12652442622  コスモス薬局　北小金〒270-0003 （調基１）第865号         平成28年 4月 1日
     店 松戸市東平賀３１６－１ （調）第271号             平成28年 4月 1日
     047-347-3106  (047-347-3107) （在調）第86号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第561号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1017号          平成17年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12662442663  おんぷ薬局 〒271-0092 （調基１）第820号         平成28年 4月 1日
     松戸市松戸１３１３ （後発調１）第2269号      平成28年 6月 1日
     047-308-3230  (047-308-3322) （在薬）第1066号          平成18年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12672442671  馬橋薬局 〒271-0051 （調基１）第712号         平成28年 4月 1日
     松戸市馬橋１７８１－１ （後発調２）第1259号      平成28年 4月 1日
     047-341-1164  (047-341-1164)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12682442705  株式会社ファーマプラ〒270-2203 （調基３）第98号          平成28年 4月 1日
     ス　友愛薬局　六高台松戸市六高台６－６７ （後発調２）第1943号      平成29年 5月 1日
     店 047-311-0980  (047-311-0981) （在調）第169号           平成24年 8月 1日
     （在薬）第1202号          平成18年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12692442739  有限会社アシスト　お〒270-2243 （調基１）第819号         平成28年 4月 1日
     んぷ薬局　のぎく野 松戸市野菊野６－６－１０６ （後発調１）第1733号      平成28年 4月 1日
     047-308-5577  (047-308-5576) （在薬）第1219号          平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12702442747  東葛医療企画株式会社〒270-2225 （調基１）第880号         平成28年 4月 1日
     　リズム薬局　東松戸松戸市東松戸３－２－１ （調）第251号             平成28年 4月 1日
     店 047-392-9811  (047-392-9810) （後発調２）第1247号      平成28年 4月 1日
     （在調）第15号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第511号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1266号          平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12712442754  ファーコス薬局　銀杏〒270-0013 （調基１）第1041号        平成28年 4月 1日
     松戸市小金きよしケ丘２－８－１ （調）第154号             平成28年 4月 1日
     ３ （後発調２）第1373号      平成28年 4月 1日
     047-309-6555  (047-309-6556) （在調）第472号           平成28年 6月 1日
     （か薬）第342号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1285号          平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12722442762  ファーコス薬局　小金〒270-0021 （調基１）第1191号        平成28年 4月 1日
     原 松戸市小金原６－５－２０ （後発調１）第1902号      平成28年 4月 1日
     047-340-1914  (047-340-1945) （在調）第469号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第1281号          平成19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  137

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 12732442770  ファーコス薬局　新松〒270-0035 （調基１）第1192号        平成28年 4月 1日
     戸 松戸市新松戸南１－１６８－３ （後発調２）第1342号      平成28年 4月 1日
     047-346-9877  (047-346-9877) （在調）第512号           平成28年10月 1日
     （か薬）第928号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1283号          平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12742442796  ファーコス薬局　さく〒270-2261 （調基３）第57号          平成28年 4月 1日
     らの木 松戸市常盤平５－８－１２ （後発調２）第2046号      平成29年 9月 1日
     047-389-9720  (047-385-4446) （在調）第394号           平成27年11月 1日
     （在薬）第1275号          平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12752442804  ファーコス薬局　しい〒270-2261 （調基１）第770号         平成28年 4月 1日
     の木 松戸市常盤平１－１１－９グラン （調）第73号              平成28年 4月 1日
     メール常盤平１Ｆ （後発調１）第1807号      平成28年 4月 1日
     047-394-5255  (047-386-3921) （在調）第63号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第218号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1276号          平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12762442812  ファーコス薬局　下矢〒271-0096 （調基１）第1018号        平成28年 4月 1日
     切 松戸市下矢切７０－１ （後発調１）第2925号      平成30年 2月 1日
     047-303-2111  (047-303-2112) （在調）第203号           平成25年 9月 1日
     （か薬）第1242号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第1279号          平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12772442820  ファーコス薬局　常盤〒270-2261 （調基１）第1193号        平成28年 4月 1日
     平 松戸市常盤平６－１－１５ （調）第471号             平成29年 4月 1日
     047-389-2249  (047-389-2143) （後発調１）第2769号      平成29年 8月 1日
     （在調）第155号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第900号           平成29年 1月 1日
     （在薬）第1280号          平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12782442838  株式会社友愛メディカ〒271-0061 （調基１）第1144号        平成28年 4月 1日
     ル　友愛薬局　大学前松戸市栄町西１－８５８ （調）第92号              平成28年 4月 1日
     店 047-366-5577  (047-366-5570) （在調）第214号           平成26年 1月 1日
     （か薬）第124号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1267号          平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12792442846  有限会社ヱド川薬局　〒270-2203 （調基１）第418号         平成28年 4月 1日
     フリューゼ薬局 松戸市六高台２－１２１ （後発調１）第2055号      平成28年 4月 1日
     047-702-7825  (047-702-7826) （在薬）第2216号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12802442853  ウエルシア薬局　松戸〒271-0068 （調基１）第651号         平成28年 4月 1日
     古ヶ崎店 松戸市古ケ崎４－３５７９ （後発調２）第1241号      平成28年 4月 1日
     047-703-3288  (047-703-3348) （在薬）第1944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  138

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 12812442879  有限会社スミレ漢方薬〒270-2253 （調基１）第1647号        平成28年 4月 1日
     局　有限会社スミレ漢松戸市日暮１－１９－１ （在薬）第1292号          平成19年 5月 1日
     方薬局 047-361-0721  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12822442929  ライフエンタープライ〒271-0092 （調基１）第1336号        平成28年 4月 1日
     ズ株式会社　ハーブラ松戸市松戸１２９３－２　小川ビ （調）第188号             平成28年 4月 1日
     ンド薬局松戸店 ル１Ｆ （後発調２）第1636号      平成28年 8月 1日
     047-308-6086  (047-308-6085) （薬菌）第157号           平成29年 8月 1日
     （在調）第84号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第388号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1313号          平成19年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12832442937  株式会社ウィーズ　薬〒271-0083 （調基３）第124号         平成28年 4月 1日
     局おくすり本舗　２０松戸市二十世紀が丘梨元町２５－ （後発調１）第2801号      平成29年 9月 1日
     世紀が丘店 ３ （か薬）第327号           平成28年 4月 1日
     047-391-4061  (047-391-4062) （在薬）第1371号          平成20年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12842442945  クオール薬局　はなみ〒271-0051 （調基１）第903号         平成28年 4月 1日
     ずき店 松戸市馬橋３２３９ （調）第443号             平成29年 2月 1日
     047-309-2500  (047-309-2502) （後発調２）第2248号      平成30年 2月 1日
     （在調）第202号           平成25年 9月 1日
     （か薬）第182号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1322号          平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12852442952  ウエルシア薬局　松戸〒270-2213 （調基１）第689号         平成28年 4月 1日
     五香店 松戸市五香４－２１－１ （後発調１）第1628号      平成28年 4月 1日
     047-311-8011  (047-311-8023) （薬菌）第40号            平成20年 8月 1日
     （在薬）第1340号          平成19年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12862442960  薬局トモズグリーンマ〒270-2241 （調基１）第537号         平成28年 4月 1日
     ークシティ松戸新田店松戸市松戸新田２４５－２６ （調）第460号             平成29年 4月 1日
     047-330-2201  (047-330-2202) （後発調１）第2708号      平成29年 6月 1日
     （か薬）第962号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1404号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12872442986  日本メディカルシステ〒270-0034 （調基１）第1265号        平成28年 4月 1日
     ム株式会社　薬局メデ松戸市新松戸３－２８２　リリー （調）第580号             平成29年12月 1日
     ィクス フパートナーズ１０１ （後発調２）第1824号      平成29年 1月 1日
     047-309-4701  (047-309-4703) （在調）第205号           平成25年10月 1日
     （か薬）第1032号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第1393号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12882443026  有限会社アシスト　お〒271-0092 （調基１）第818号         平成28年 4月 1日
     んぷ薬局　にし美野 松戸市松戸２２６８－５ （在薬）第1364号          平成20年 2月15日
     047-330-2212  (047-330-2213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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  139

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 12892443034  株式会社みずきコーポ〒271-0091 （調基１）第1548号        平成28年 4月 1日
     レーション　みずき薬松戸市本町１２－７ （在薬）第1495号          平成21年 2月 1日
     局　松戸店 047-321-6650  (047-321-6651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12902443042  株式会社Ｗｉｔｈ　秋〒270-2223 （調基１）第1010号        平成28年 4月 1日
     山薬局 松戸市秋山６８－１ （後発調１）第1818号      平成28年 4月 1日
     047-312-7338  (047-312-7338) （在調）第265号           平成26年 5月 1日
     （か薬）第1262号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第1485号          平成20年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12912443067  株式会社ジェムス　元〒270-2212 （調基１）第1785号        平成28年 4月 1日
     山薬局 松戸市五香南２－１５－１３ （後発調２）第1437号      平成28年 4月 1日
     047-385-7951  (047-385-7951)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12922443075  有限会社佑幸堂薬局　〒270-2231 （調基１）第210号         平成28年 4月 1日
     有限会社佑幸堂薬局 松戸市稔台１－１－２ （後発調１）第2546号      平成28年12月 1日
     047-364-6113  (047-364-6113) （在薬）第1457号          平成20年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12932443083  株式会社タカサ　薬局〒270-2241 （調基１）第1301号        平成28年 4月 1日
     タカサ　松戸店 松戸市松戸新田２１－５８ （在薬）第1458号          平成20年 8月 1日
     047-703-3345  (047-364-0148)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12942443091  株式会社みずきコーポ〒271-0091 （調基１）第1547号        平成28年 4月 1日
     レーション　ふれあい松戸市本町３－９ （在薬）第1496号          平成21年 2月 1日
     薬局 047-360-0735  (047-360-0736)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12952443125  厚養堂薬局 〒271-0064
     松戸市上本郷２６７７－９７
     047-369-3225  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12962443133  株式会社　友愛メディ〒270-0021 （調基１）第1251号        平成28年 4月 1日
     カル　友愛薬局　小金松戸市小金原４－３－１７ （調）第47号              平成28年 4月 1日
     原店 047-349-3900  (047-349-3917) （薬菌）第42号            平成21年 4月 1日
     （在調）第54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1506号          平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12972443141  田辺薬局　株式会社　〒270-0034 （調基１）第1582号        平成28年 4月 1日
     田辺薬局　新松戸西店松戸市新松戸６－３９ （調）第85号              平成28年 4月 1日
     047-312-1355  (047-312-1356) （後発調２）第1477号      平成28年 5月 1日
     （在調）第7号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第280号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1508号          平成21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  140

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 12982443158  あい調剤薬局 〒271-0064 （調基１）第391号         平成28年 4月 1日
     松戸市上本郷２６７５－１鳥海ビ （後発調１）第1532号      平成28年 4月 1日
     ル１０１ （か薬）第782号           平成29年 4月 1日
     047-703-5207  (047-703-5208) （在薬）第1514号          平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12992443166  かつみ薬局株式会社　〒271-0091 （調基１）第122号         平成28年 4月 1日
     かつみ薬局 松戸市本町１９－１６松戸ウエス （調）第107号             平成28年 4月 1日
     トビル１階 （在調）第287号           平成26年 8月 1日
     047-308-3103  (047-308-3601) （か薬）第6号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第1575号          平成21年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13002443190  株式会社あさひ調剤　〒270-2213 （調基１）第2149号        平成29年 4月 1日
     アイン薬局　五香店 松戸市五香８－３９－５五香スク （調）第476号             平成29年 4月 1日
     ールハイツ１Ｆ （後発調２）第1251号      平成28年 4月 1日
     047-394-1193  (047-394-1195) （在調）第393号           平成27年11月 1日
     （か薬）第448号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1606号          平成22年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13012443208  薬局ユーエス・ファー〒271-0092 （調基１）第536号         平成28年 4月 1日
     マシー 松戸市松戸１１７０ （在薬）第1608号          平成22年 3月 1日
     047-366-5151  (047-365-3325)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13022443216  調剤薬局マツモトキヨ〒270-0034 （調基３）第35号          平成28年 4月 1日
     シ　新松戸店 松戸市新松戸２－１１５－１ （後発調１）第2905号      平成30年 1月 1日
     047-347-2121  （か薬）第1263号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第2684号          平成29年 3月24日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13032443224  薬局マツモトキヨシ　〒270-2261 （調基１）第953号         平成28年 4月 1日
     五香駅前通り店 松戸市常盤平５－１７－７ （後発調２）第2093号      平成29年11月 1日
     047-386-2601  （か薬）第1129号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13042443232  六高台薬局 〒270-2203 （調基１）第1812号        平成28年 4月 1日
     松戸市六高台２－１８ （後発調１）第2302号      平成28年 7月 1日
     047-701-8561  (047-701-8571) （薬菌）第54号            平成24年 4月 1日
     （在薬）第2339号          平成26年12月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13052443240  さくら薬局　松戸駅前〒271-0092 （調基１）第353号         平成28年 4月 1日
     店 松戸市松戸１１７８ （後発調２）第1788号      平成28年12月 1日
     047-308-6431  (047-308-6432) （在調）第364号           平成27年 7月 1日
     （か薬）第598号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1669号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13062443257  さくら薬局　松戸小金〒270-0021 （調基１）第349号         平成28年 4月 1日
     原店 松戸市小金原７－１８－３０ （後発調２）第1183号      平成28年 4月 1日
     047-312-0677  (047-312-0678) （か薬）第1064号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第1644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  141

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 13072443265  薬局おくすり本舗八柱〒270-2253 （調基１）第907号         平成28年 4月 1日
     店 松戸市日暮１－１６－２日暮ビル （調）第104号             平成28年 4月 1日
     １階 （か薬）第159号           平成28年 4月 1日
     047-710-7128  （在薬）第1688号          平成22年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13082443273  あざみ薬局 〒270-2253 （調基１）第1229号        平成28年 4月 1日
     松戸市日暮５－１９５グランディ （後発調２）第1364号      平成28年 4月 1日
     ス新八柱Ａ号室 （在薬）第1898号          平成24年 4月 1日
     047-311-1700  (047-311-1702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13092443281  ファーコス薬局　にし〒270-2266 （調基１）第1738号        平成28年 4月 1日
     くぼ 松戸市常盤平西窪町１３－２ （後発調１）第2116号      平成28年 4月 1日
     047-394-1700  (047-387-2300) （か薬）第20号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第1716号          平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13102443323  調剤薬局マツモトキヨ〒270-0023 （調基１）第950号         平成28年 4月 1日
     シ　八ヶ崎店 松戸市八ケ崎７－３２－１１プチ （調）第399号             平成28年11月 1日
     モンド八ヶ崎１－Ｂ （後発調２）第1911号      平成29年 4月 1日
     047-312-0277  (047-312-0277) （か薬）第812号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2555号          平成28年 8月 3日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13112443331  わかば薬局八ヶ崎 〒270-0023 （調基１）第430号         平成28年 4月 1日
     松戸市八ケ崎６－５６－４２ （後発調２）第1608号      平成28年 8月 1日
     047-700-5026  (047-312-0525) （在薬）第2166号          平成26年 1月30日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13122443356  ことぶき薬局　松戸店〒271-0062 （調基１）第741号         平成28年 4月 1日
     松戸市栄町５－３６０－２倉持コ （後発調２）第1265号      平成28年 4月 1日
     ーポ （在薬）第1986号          平成24年11月 1日
     047-331-4801  (047-331-4802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13132443364  イオン薬局　北小金店〒270-0014 （調基１）第1745号        平成28年 4月 1日
     松戸市小金１ （後発調１）第2725号      平成29年 7月 1日
     047-342-6212  (047-342-6213) （在薬）第1757号          平成23年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13142443380  友愛薬局　馬橋駅前店〒271-0051 （調基１）第1248号        平成28年 4月 1日
     松戸市馬橋１７９馬橋ステーショ （調）第79号              平成28年 4月 1日
     ンモール３階Ｂ－１ （在調）第442号           平成28年 4月 1日
     047-312-0162  (047-344-0707) （か薬）第250号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1776号          平成23年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13152443398  薬局マツモトキヨシ　〒270-0034 （調基１）第949号         平成28年 4月 1日
     新松戸駅前店 松戸市新松戸１－４８３ （調）第464号             平成29年 4月 1日
     047-312-0173  (047-312-0171) （後発調２）第2092号      平成29年11月 1日
     （在調）第664号           平成30年 2月 1日
     （か薬）第899号           平成29年 1月 1日
     （在薬）第2556号          平成28年 8月 3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  142

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 13162443422  うさぎ薬局新松戸店 〒270-0034 （調基１）第412号         平成28年 4月 1日
     松戸市新松戸１－４１０－２新松 （後発調１）第2784号      平成29年 9月 1日
     戸中央総合病院前ビル１階 （在調）第648号           平成30年 1月 1日
     047-374-6651  (047-374-6652) （在薬）第1976号          平成24年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13172443430  ふじ薬局 〒270-2231 （調基１）第422号         平成28年 4月 1日
     松戸市稔台７－２－２４ （後発調１）第1503号      平成28年 4月 1日
     047-710-3351  (047-710-3352) （在薬）第1978号          平成24年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13182443448  グリーン薬局 〒271-0044 （調基１）第1190号        平成28年 4月 1日
     松戸市西馬橋３－２７－５ （後発調２）第1341号      平成28年 4月 1日
     047-710-4957  (047-710-4958)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13192443455  ハーブランド薬局東松〒270-2225 （調基１）第1335号        平成28年 4月 1日
     戸店 松戸市東松戸３－７－１９ （調）第193号             平成28年 4月 1日
     047-312-8787  (047-312-8788) （後発調２）第1635号      平成28年 8月 1日
     （薬菌）第156号           平成29年 8月 1日
     （在調）第85号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第393号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1811号          平成23年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13202443505  株式会社友愛メディカ〒270-2261 （調基１）第1147号        平成28年 4月 1日
     ル　友愛薬局　常盤平松戸市常盤平２－２４－２常盤平 （調）第321号             平成28年 6月 1日
     店 団地Ａ－２ （後発調２）第1466号      平成28年 5月 1日
     047-394-6001  (047-394-7887) （薬菌）第62号            平成24年 9月 1日
     （在調）第197号           平成25年 6月 1日
     （か薬）第125号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1924号          平成24年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13212443513  よこお薬局 〒270-0035 （調基１）第1923号        平成28年 4月 1日
     松戸市新松戸南１－１５１ （在薬）第1955号          平成24年 7月 1日
     047-345-4362  (047-343-0923)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13222443521  サンハルク株式会社　〒270-2253 （調基１）第1544号        平成28年 4月 1日
     フラワー薬局　八柱駅松戸市日暮１－１７－１安蒜ビル （後発調２）第1409号      平成28年 4月 1日
     前店 １階 （か薬）第631号           平成29年 4月 1日
     047-711-8241  (047-711-8242) （在薬）第2063号          平成25年 5月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13232443539  株式会社アデム企画　〒271-0077 （調基１）第326号         平成28年 4月 1日
     いちご調剤薬局 松戸市根本４５０－２ （後発調１）第1489号      平成28年 4月 1日
     047-710-4081  (047-710-4082) （か薬）第1077号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13242443547  株式会社あけぼの　小〒271-0045 （調基１）第1692号        平成28年 4月 1日
     川薬局 松戸市西馬橋相川町１クレインヒ （調）第528号             平成29年 7月 1日
     ルズ１０１ （後発調２）第1877号      平成29年 3月 1日
     047-340-2222  (047-340-2223) （か薬）第1063号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第1960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  143

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 13252443554  株式会社友愛メディカ〒270-2251 （調基１）第1142号        平成28年 4月 1日
     ル　友愛薬局　金ヶ作松戸市金ケ作４０８－１６９ （調）第240号             平成28年 4月 1日
     店 047-710-0199  (047-710-7066) （後発調１）第2006号      平成28年 4月 1日
     （在調）第483号           平成28年 7月 1日
     （か薬）第501号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1981号          平成24年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13262443562  ダイエー新松戸店薬局〒270-0034 （調基１）第1740号        平成28年 4月 1日
     松戸市新松戸３－２－２ （後発調１）第2267号      平成28年 6月 1日
     047-301-1498  (047-301-2115) （在薬）第2546号          平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13272443588  ハート調剤薬局北松戸〒271-0063 （調基３）第2号           平成28年 4月 1日
     店 松戸市北松戸１－１－１４ （後発調２）第2048号      平成29年 9月 1日
     047-331-3233  (047-331-3234) （か薬）第615号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2027号          平成25年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13282443596  薬局マツモトキヨシ　〒270-2218 （調基１）第945号         平成28年 4月 1日
     五香西店 松戸市五香西３－２－１ （後発調２）第2139号      平成29年12月 1日
     047-394-0808  (047-394-0808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13292443604  サンドラッグ常盤平薬〒270-2261 （調基１）第1780号        平成28年 4月 1日
     局 松戸市常盤平３－１０－１セブン （後発調２）第2272号      平成30年 3月 1日
     タウン常盤平店１階 （か薬）第895号           平成29年 4月 1日
     047-311-5171  (047-311-5172) （在薬）第2575号          平成28年 9月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13302443612  ココカラファイン薬局〒271-0092 （調基１）第1653号        平成28年 4月 1日
     松戸店 松戸市松戸１１３９－２ライオン （調）第237号             平成28年 4月 1日
     ズステーションタワー松戸１階 （後発調２）第1424号      平成28年 4月 1日
     047-703-3233  (047-703-3233) （在調）第195号           平成25年 4月 1日
     （か薬）第496号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2061号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13312443620  薬局くすりの福太郎　〒270-2261 （調基１）第1344号        平成28年 4月 1日
     常盤平１丁目店 松戸市常盤平１丁目２番１２号 （後発調２）第1431号      平成28年 4月 1日
     047-394-5429  (047-394-5429) （在薬）第2782号          平成29年 9月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13322443638  薬局くすりの福太郎　〒270-2261 （調基１）第1367号        平成28年 4月 1日
     常盤平店 松戸市常盤平１－１２－１ （後発調２）第1820号      平成29年 1月 1日
     047-311-3229  (047-311-3229) （在薬）第2764号          平成29年 9月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13332443646  ワタナベ薬局 〒271-0044 （調基１）第237号         平成28年 4月 1日
     松戸市西馬橋１－１０－２ （後発調１）第2322号      平成28年 7月 1日
     047-342-1188  (047-710-4556) （在薬）第2086号          平成25年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13342443661  太陽調剤薬局 〒271-0075 （調基１）第18号          平成28年 4月 1日
     松戸市胡録台３２６－８ （在薬）第2079号          平成25年 8月 1日
     047-368-3535  (047-368-3538)



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  144

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 13352443687  ファーコス薬局　しい〒270-2251 （調基１）第1422号        平成28年 4月 1日
     の木西 松戸市金ケ作８８－６ （調）第591号             平成30年 1月 1日
     047-311-2261  (047-311-2262) （後発調２）第1390号      平成28年 4月 1日
     （在調）第467号           平成28年 6月 1日
     （か薬）第1044号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第2080号          平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13362443695  ウエルシア薬局松戸駅〒271-0091 （調基１）第635号         平成28年 4月 1日
     西口店 松戸市本町１９－１７ （後発調１）第1650号      平成28年 4月 1日
     047-331-1720  (047-331-1721) （在薬）第2316号          平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13372443703  まきば薬局 〒270-2253 （調基１）第101号         平成28年 4月 1日
     松戸市日暮５－１９１ビーンズ八 （後発調２）第1524号      平成28年 6月 1日
     柱１階 （か薬）第1123号          平成29年10月 1日
     047-311-2201  (047-311-2202) （在薬）第2131号          平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13382443711  新松戸ロイヤル薬局 〒270-0034 （調基１）第1593号        平成28年 4月 1日
     松戸市新松戸１－４１１ （調）第100号             平成28年 4月 1日
     0473-48-2237  (0473-48-2126) （後発調２）第1502号      平成28年 6月 1日
     （在調）第565号           平成29年 2月 1日
     （か薬）第301号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2140号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13392443745  松戸栄薬局 〒271-0062 （調基１）第429号         平成28年 4月 1日
     松戸市栄町２－１０６－３ （後発調２）第1176号      平成28年 4月 1日
     047-711-9540  (047-711-9541) （在薬）第2145号          平成25年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13402443778  アップル薬局みのり店〒270-2231 （調基１）第245号         平成28年 4月 1日
     松戸市稔台１－１４－１サンライ （在薬）第2191号          平成26年 4月 1日
     ト稔台１０１
     047-700-5171  (047-700-5172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13412443786  日本調剤新松戸薬局 〒270-0034 （調基特１）第3号         平成29年 5月 1日
     松戸市新松戸１－４０７岡本ビル （調）第498号             平成29年 5月 1日
     １階 （後発調２）第1519号      平成28年 6月 1日
     047-309-3751  (047-309-3752) （在調）第374号           平成27年 8月 1日
     （か薬）第315号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2208号          平成26年 4月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13422443794  おんぷ薬局こがさき 〒271-0077 （調基１）第816号         平成28年 4月 1日
     松戸市根本７０－２マンション高 （在薬）第2337号          平成27年 1月 5日
     橋１０１号室
     047-711-8353  (047-711-8354)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13432443851  株式会社　まこ薬局 〒270-0034 （調基１）第988号         平成28年 4月 1日
     松戸市新松戸１－３９８－２ （後発調２）第1679号      平成28年 9月 1日
     047-382-5805  (047-382-5806)



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  145

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 13442443885  ウエルシア薬局松戸五〒270-2218 （調基１）第636号         平成28年 4月 1日
     香西店 松戸市五香西２－３７－１ （後発調２）第2257号      平成30年 3月 1日
     047-394-0530  (047-394-0531) （在薬）第2271号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13452443919  ハート調剤薬局　馬橋〒270-0025 （調基１）第2111号        平成29年 4月 1日
     店 松戸市中和倉１５１－２ （後発調１）第2186号      平成28年 5月 1日
     047-701-7805  (047-701-7806) （か薬）第618号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2323号          平成26年11月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13462443935  しょうぶ薬局 〒270-2261 （調基１）第601号         平成28年 4月 1日
     松戸市常盤平２－１１－１１　１ （調）第329号             平成28年 6月 1日
     階 （後発調２）第1575号      平成28年 7月 1日
     047-710-3666  (047-710-3667) （在調）第328号           平成27年 2月 1日
     （か薬）第455号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2342号          平成27年 1月30日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13472443943  ヤックスドラッグ二十〒271-0084 （調基１）第1084号        平成28年 4月 1日
     世紀が丘薬局 松戸市二十世紀が丘丸山町１３０ （後発調２）第2224号      平成30年 2月 1日
     047-712-1631  (047-712-1632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13482443950  マツド長生堂薬局 〒270-2267 （調基１）第1972号        平成28年 4月 1日
     松戸市牧の原２－３７０－１０５ （後発調１）第2420号      平成28年 9月 1日
     047-389-3674  (047-389-3674)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13492443968  調剤薬局マツモトキヨ〒270-0034 （調基１）第977号         平成28年 4月 1日
     シ　新松戸３丁目店 松戸市新松戸３－１３５ （調）第514号             平成29年 6月 1日
     047-309-2220  (047-309-2220) （後発調２）第1309号      平成28年 4月 1日
     （薬菌）第155号           平成29年 6月 1日
     （在調）第484号           平成28年 7月 1日
     （か薬）第1035号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第2370号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13502443976  クリエイト薬局北松戸〒271-0063 （調基１）第1756号        平成28年 4月 1日
     店 松戸市北松戸２－７－１０ （後発調２）第2130号      平成29年12月 1日
     047-703-3511  (047-703-3512) （在薬）第2385号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13512443984  ドラッグセイムス　東〒270-2225 （調基１）第1504号        平成28年 4月 1日
     松戸薬局 松戸市東松戸４－１－１ （後発調１）第2939号      平成30年 3月 1日
     047-312-8571  (047-312-8572) （か薬）第1111号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第2700号          平成29年 4月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13522443992  友愛薬局　新金ヶ作店〒270-2251 （調基３）第115号         平成28年 4月 1日
     松戸市金ケ作３０３－１３７，３ （後発調１）第2326号      平成28年 7月 1日
     ０３－１３８ （在薬）第2397号          平成27年 8月 1日
     047-711-5507  (047-711-5508)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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  146

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 13532444016  あやめ薬局常盤平店 〒270-2261 （調基１）第1600号        平成28年 4月 1日
     松戸市常盤平６－１－１８ （後発調２）第1359号      平成28年 4月 1日
     047-382-6085  (047-311-5085) （在薬）第2404号          平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13542444024  ウエルシア薬局松戸高〒270-2222 （調基１）第645号         平成28年 4月 1日
     塚２号店 松戸市高塚新田２５１－１２ （後発調２）第1550号      平成28年 7月 1日
     047-392-3151  (047-392-3152) （在薬）第2409号          平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13552444032  アイン薬局　北松戸店〒271-0064 （調基３）第50号          平成28年 4月 1日
     松戸市上本郷９０２－５パークキ （後発調２）第1489号      平成28年 5月 1日
     ューブ北松戸１０１ （在調）第570号           平成29年 3月 1日
     047-710-0111  (047-710-0112) （か薬）第648号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2492号          平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13562444057  アイン薬局千葉西店 〒270-2251 （調基３）第42号          平成28年 4月 1日
     松戸市金ケ作８９－５ （後発調２）第1263号      平成28年 4月 1日
     047-700-5891  (047-700-5892) （在調）第398号           平成27年11月 1日
     （か薬）第198号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2447号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13572444065  友愛薬局　東松戸店 〒270-2222 （調基１）第1249号        平成28年 4月 1日
     松戸市高塚新田１２３－１６ （後発調１）第2611号      平成29年 2月 1日
     047-382-6670  (047-382-6675) （在調）第574号           平成29年 3月 1日
     （か薬）第946号           平成29年 3月 1日
     （在薬）第2472号          平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13582444073  ポワール薬局 〒270-2225 （調基１）第421号         平成28年 4月 1日
     松戸市東松戸２－３－３ （後発調２）第1858号      平成29年 3月 1日
     047-710-0951  (047-710-0952)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13592444081  友愛薬局　松戸駅前店〒271-0092 （調基３）第185号         平成29年 4月 1日
     松戸市松戸１１７６－２ＫＡＭＥ （後発調２）第1561号      平成28年 7月 1日
     Ｉ　ＢＬＤ．２Ｆ－３ （在薬）第2487号          平成28年 3月 1日
     047-710-9900  (047-367-5500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13602444099  大野調剤薬局 〒270-2222 （調基１）第1453号        平成28年 4月 1日
     松戸市高塚新田２４２ （後発調１）第2607号      平成29年 2月 1日
     047-392-5824  (047-391-7467)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13612444107  ふくろう薬局　松戸店〒271-0092 （調基３）第164号         平成28年10月 1日
     松戸市松戸１０７２－１２ （後発調２）第1842号      平成29年 2月 1日
     047-365-5200  (047-365-5250) （在薬）第2544号          平成28年 7月 4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  147

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 13622444115  ハート調剤薬局　新松〒270-0034 （調基１）第1998号        平成28年 7月 1日
     戸店 松戸市新松戸４－１４１－１ （調）第555号             平成29年 9月 1日
     047-710-9903  (047-710-9904) （後発調１）第2923号      平成30年 2月 1日
     （か薬）第1103号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第2545号          平成28年 7月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13632444123  ときわの薬局 〒270-2263 （調基１）第2001号        平成28年 7月 1日
     松戸市常盤平柳町５－１５ （後発調２）第1621号      平成28年 7月 1日
     047-387-3792  (047-387-3767)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13642444131  からたち薬局 〒270-2254 （調基１）第2014号        平成28年 9月 5日
     松戸市河原塚４１１－１ （後発調１）第2571号      平成29年 1月 1日
     047-710-2785  (047-710-2232) （在薬）第2572号          平成28年 9月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13652444149  まり松戸薬局 〒271-0092 （調基１）第2020号        平成28年 9月20日
     松戸市松戸１３２９大橋ビル１Ｆ （調）第395号             平成28年 9月20日
     047-308-7971  (047-308-7972) （後発調１）第2478号      平成28年10月 1日
     （在調）第517号           平成28年 9月20日
     （か薬）第792号           平成28年 9月20日
     （在薬）第2585号          平成28年 9月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13662444156  レモン薬局 〒270-2253 （調基１）第2023号        平成28年 9月 1日
     松戸市日暮５－２３９ （後発調２）第1710号      平成28年 9月 1日
     047-710-7639  (047-710-7939) （在薬）第2583号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13672444164  アイセイ薬局　八柱店〒270-2253 （調基１）第2055号        平成28年10月 1日
     松戸市日暮２－３－１５ （調）第414号             平成28年10月 1日
     047-384-6525  (047-384-6583) （在調）第540号           平成28年10月 1日
     （か薬）第848号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2620号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13682444172  ゆうあい未来薬局 〒271-0091 （調基１）第2080号        平成29年 1月 1日
     松戸市本町１４－１８松戸トシオ （後発調１）第2657号      平成29年 4月 1日
     ビル３Ｆ－Ａ （在薬）第2655号          平成29年 1月 1日
     047-393-8810  (047-393-8816)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13692444180  ウエルシア薬局松戸駅〒271-0092 （調基１）第2086号        平成29年 2月 1日
     東口店 松戸市松戸１１７７－１－１Ｆ （後発調２）第1957号      平成29年 6月 1日
     047-367-0609  （在薬）第2661号          平成29年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13702444198  友愛薬局　松戸西口店〒271-0091 （調基１）第2091号        平成29年 2月 5日
     松戸市本町２１－２都市綜合開発 （調）第447号             平成29年 2月 5日
     第３ビル１Ｆ （後発調２）第1866号      平成29年 2月 5日
     047-700-5605  (047-700-5608) （在調）第571号           平成29年 2月 5日
     （か薬）第944号           平成29年 2月 5日
     （在薬）第2667号          平成29年 2月 5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  148

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 13712444206  クリエイト薬局松戸小〒270-0013 （調基１）第2099号        平成29年 3月 1日
     金きよしヶ丘店 松戸市小金きよしケ丘２－２３－ （後発調２）第2067号      平成29年10月 1日
     ２ （在薬）第2675号          平成29年 3月 1日
     047-340-2521  (047-340-2523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13722444214  石井薬局 〒270-0021 （調基１）第2152号        平成29年 3月 1日
     松戸市小金原９－１５－２６ （後発調１）第2667号      平成29年 3月 1日
     047-312-0015  (047-312-0016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13732444222  薬局マツモトキヨシ　〒270-0014 （調基１）第2154号        平成29年 4月 7日
     小金店 松戸市小金４３５－１ （調）第544号             平成29年 8月 1日
     047-344-1363  (047-344-1363) （後発調１）第2913号      平成30年 2月 1日
     （か薬）第1094号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第2693号          平成29年 4月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13742444230  ヤマグチ薬局北松戸店〒271-0064 （調基３）第193号         平成29年10月 1日
     松戸市上本郷４０５－２Ｆ （後発調１）第2861号      平成29年12月 1日
     047-365-0821  (047-365-0822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13752444248  北松戸薬局 〒271-0064 （調基１）第2175号        平成29年 6月 1日
     松戸市上本郷４３７ （在薬）第2717号          平成29年 6月 1日
     047-363-5821  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13762444255  ゆいのはな薬局 〒270-2225 （調基１）第2168号        平成29年 5月 8日
     松戸市東松戸３－１－２ＭＩＬＩ （後発調２）第1960号      平成29年 5月 8日
     ＵＥ　ＢＬＡＮＣＨＥ　１－Ａ
     047-375-8562  (047-375-8563)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13772444263  ウエルシア薬局ダイエ〒271-0077 （調基１）第2189号        平成29年 7月 1日
     ー松戸西口店 松戸市根本４－２ （後発調２）第2116号      平成29年12月 1日
     047-312-3581  (047-312-3582) （在薬）第2729号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13782444271  ケーオー堂薬局 〒270-2203 （調基１）第2227号        平成29年 9月 1日
     松戸市六高台３－８１－３ （後発調２）第2051号      平成29年 9月 1日
     047-386-0363  (047-386-0363) （在薬）第2791号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13792444289  河原塚薬局 〒270-2254 （調基１）第2234号        平成29年10月 1日
     松戸市河原塚字初崎１５７－１ （在薬）第2796号          平成29年10月 1日
     047-710-5377  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13802444297  アップル薬局八柱店 〒270-2265 （調基１）第2242号        平成29年10月 1日
     松戸市常盤平陣屋前１７－１５ （後発調２）第2082号      平成29年10月 1日
     047-710-2228  (047-710-2229)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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  149

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 13812444305  鈴木薬局　松戸五香店〒270-2261 （調基１）第2252号        平成29年11月 1日
     松戸市常盤平５－１１－１９秋吉 （後発調２）第2214号      平成30年 2月 1日
     ビル１階 （在薬）第2812号          平成29年11月 1日
     047-711-9586  (047-711-9587)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13822444313  セピア薬局松戸店 〒270-2251 （調基１）第2253号        平成29年11月 1日
     松戸市金ケ作４０８－３３３
     047-712-2655  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13832444321  薬局マツモトキヨシ　〒271-0091 （調基１）第2247号        平成29年11月 1日
     松戸西口駅前店 松戸市本町１８－６ （後発調２）第2203号      平成30年 2月 1日
     047-312-5155  （在薬）第2817号          平成29年11月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13842444339  あさがお薬局馬橋店 〒271-0051 （調基３）第196号         平成29年10月 1日
     松戸市馬橋１８３２－４ （後発調２）第2080号      平成29年10月 1日
     047-349-5454  (047-349-5450) （か薬）第1225号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第2803号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13852444347  クオール薬局松戸店 〒270-2252 （調基１）第2263号        平成29年12月 1日
     松戸市千駄堀１０２４－７ （後発調２）第2269号      平成30年 3月 1日
     047-711-8189  (047-711-8790) （在薬）第2828号          平成29年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13862444362  けやき薬局 〒270-2261 （調基１）第2268号        平成29年12月 1日
     松戸市常盤平５－１７－１０シャ （後発調２）第2274号      平成30年 3月 1日
     ルネ９５－１０２号
     047-712-1126  (047-712-1127)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13872444370  薬局マツモトキヨシ　〒270-2252 （調基１）第2266号        平成29年12月 1日
     松戸千駄堀店 松戸市千駄堀１８４３ （後発調２）第2280号      平成30年 3月 1日
     047-349-2340  (047-349-2340) （在薬）第2830号          平成29年12月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13882444388  薬局くすりの福太郎　〒270-2252 （調基１）第2262号        平成29年12月 1日
     千駄堀店 松戸市千駄堀１１１３－６ （在薬）第2819号          平成29年12月 1日
     047-345-2229  (047-345--2229)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13892444396  調剤薬局マツモトキヨ〒270-2252 （調基１）第2280号        平成29年12月27日
     シ　千駄堀店 松戸市千駄堀１８４５－１ （後発調２）第2185号      平成30年 1月 1日
     047-347-2051  (047-347-2053) （か薬）第1220号          平成29年12月27日
     （在薬）第2837号          平成29年12月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13902444404  クリエイト薬局松戸上〒271-0064 （調基１）第2273号        平成30年 1月 1日
     本郷店 松戸市上本郷２６１７－８ （在薬）第2832号          平成30年 1月 1日
     047-308-2066  (047-308-2067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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  150

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 13912444412  オリーブ薬局 〒271-0064 （調基１）第2283号        平成29年12月18日
     松戸市上本郷２６７２－９上本郷 （調）第587号             平成29年12月18日
     駅ビル１階Ａ－２ （在調）第650号           平成29年12月18日
     047-360-2013  (047-360-2014) （か薬）第1222号          平成29年12月18日
     （在薬）第2838号          平成29年12月18日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13922444420  アオイ薬局 〒270-2252 （調基１）第2289号        平成29年12月27日
     松戸市千駄堀１０１８－１ （調）第592号             平成29年12月27日
     047-343-3333  (047-343-3332) （後発調１）第2912号      平成29年12月27日
     （薬菌）第160号           平成29年12月27日
     （在調）第655号           平成29年12月27日
     （か薬）第1233号          平成29年12月27日
     （在薬）第2848号          平成29年12月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13932444438  のぞみ薬局　新松戸店〒270-0034 （調基１）第2291号        平成30年 2月 1日
     松戸市新松戸３－１７ワイズ１０ （在薬）第2855号          平成30年 2月 1日
     １　３Ｃ
     090-9142-0050 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13942444446  友愛薬局　松戸センタ〒270-2252 （調基３）第200号         平成29年12月27日
     ー店 松戸市千駄堀１０８３－１ （後発調２）第2197号      平成29年12月27日
     047-712-2771  (047-712-2772) （在調）第654号           平成29年12月27日
     （在薬）第2846号          平成29年12月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13952444453  ウエルシア薬局松戸樋〒271-0067 （調基１）第2288号        平成30年 2月 1日
     野口店 松戸市樋野口９３２－１ （在薬）第2845号          平成30年 2月 1日
     047-308-2125  (047-308-2126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13962444461  オハナ薬局千葉西店 〒270-2251 （調基１）第2289号        平成30年 2月 1日
     松戸市金ケ作字騎射立場９３－３ （在薬）第2847号          平成30年 2月 1日
     047-700-5377  (047-700-5378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13972444479  ひまわり薬局 〒270-0034 （調基１）第2301号        平成30年 3月 1日
     松戸市新松戸３－１８７ （後発調１）第2948号      平成30年 3月 1日
     047-347-9511  (047-347-9512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13982500072  渡辺薬局 〒270-1132 （調基１）第31号          平成28年 4月 1日
     我孫子市湖北台２‐５‐２１
     0471-88-9247  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13992540029  松島薬局 〒270-1101 （調基１）第1800号        平成28年 4月 1日
     我孫子市布佐３３８５
     0471-89-3427  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14002540052  有限会社長生堂薬局　〒270-1143
     有限会社長生堂薬局 我孫子市天王台６－１０－６
     04-7182-2671  (04-7182-2671)



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  151

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 14012540128  有限会社　第一薬局 〒270-1132 （調基１）第55号          平成28年 4月 1日
     我孫子市湖北台９‐７‐５
     04-7187-1463  (04-7187-1463)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14022540144  日本調剤　我孫子薬局〒270-1166 （調基１）第1406号        平成28年 4月 1日
     我孫子市我孫子１８４３－３ （調）第565号             平成29年10月 1日
     04-7184-8836  (04-7184-8961) （後発調２）第1344号      平成28年 4月 1日
     （在調）第138号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第969号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第433号           平成11年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14032540193  コスモ薬局　我孫子 〒270-1145 （調基１）第1568号        平成28年 4月 1日
     我孫子市高野山２８５‐１ （調）第209号             平成28年 4月 1日
     0471-84-0872  （在調）第59号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第432号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第417号           平成11年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14042540201  株式会社くすりの福太〒270-1143 （調基１）第1385号        平成28年 4月 1日
     郎　薬局くすりの福太我孫子市天王台２‐１０‐７ロイ （後発調１）第2682号      平成29年 5月 1日
     郎　天王台店 ヤルパレス天王台１０４号 （在薬）第1256号          平成19年 3月 1日
     04-7183-3387  (04-7183-3387)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14052540243  ホワイト薬局 〒270-1164 （調基１）第234号         平成28年 4月 1日
     我孫子市つくし野１４０‐１６ （後発調２）第1686号      平成28年10月 1日
     04-7185-9080  (04-7185-9080) （在薬）第4号             平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14062540284  薬エンドウ　若松店 〒270-1147
     我孫子市若松１４９－１
     0471-84-3370  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14072540334  有限会社フレンド　フ〒270-1101 （調基１）第1635号        平成28年 4月 1日
     レンド薬局 我孫子市布佐８５１－１ （後発調１）第1935号      平成28年 4月 1日
     04-7188-1997  (04-7188-1997) （か薬）第384号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14082540342  うさぎの薬局 〒270-1152 （調基１）第377号         平成28年 4月 1日
     我孫子市寿２－２７－２６ （後発調１）第1539号      平成28年 4月 1日
     04-7182-2141  (04-7182-2142) （在薬）第667号           平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14092540441  あすか薬局 〒270-1168 （調基２）第61号          平成28年 4月 1日
     我孫子市根戸字堀尻９４３－６ （後発調２）第1284号      平成28年 4月 1日
     0471-85-8331  (04-7185-8317) （か薬）第794号           平成28年11月 1日
     （在薬）第599号           平成13年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14102540458  株式会社あかね商事　〒270-1166 （調基１）第32号          平成28年 4月 1日
     あゆみ薬局 我孫子市我孫子４－３－２０ （後発調１）第1410号      平成28年 4月 1日
     04-7165-5100  (04-7165-5101)



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  152

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 14112540474  有限会社三幸　三幸薬〒270-1143 （調基１）第40号          平成28年 4月 1日
     局　天王台店 我孫子市天王台２－９－２
     04-7165-5670  (04-7186-5731)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14122540516  有限会社　あさか　あ〒270-1114 （調基１）第327号         平成28年 4月 1日
     さか薬局 我孫子市新木野３－４－２ （か薬）第266号           平成28年 4月 1日
     04-7188-9239  （在薬）第2681号          平成29年 3月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14132540532  有限会社　ソ二ック　〒270-1143 （調基１）第1471号        平成28年 4月 1日
     さくら薬局　天王台店我孫子市天王台３－２２－１０岩 （在薬）第1001号          平成17年 7月 1日
     佐ビルＢ１階
     04-7183-0260  (04-7181-3263)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14142540540  あびこ本町薬局 〒270-1151 （調基１）第1791号        平成28年 4月 1日
     我孫子市本町２－６－３　アキモ （調）第31号              平成28年 4月 1日
     トビル１Ｆ－Ａ （後発調１）第2749号      平成29年 8月 1日
     04-7181-8608  (04-7181-8609) （在調）第112号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第70号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第916号           平成16年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14152540573  みずき薬局　天王台店〒270-1176 （調基１）第1546号        平成28年 4月 1日
     我孫子市柴崎台３－２０－３ （在薬）第1051号          平成17年12月 1日
     04-7165-2550  (04-7165-2551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14162540607  あびこマル薬局 〒270-1166 （調基３）第177号         平成29年 4月 1日
     我孫子市我孫子４－４３－１６ （後発調２）第1479号      平成28年 5月 1日
     04-7179-6611  (04-7179-6612) （在調）第74号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第568号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1142号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14172540615  湖北台タカダ薬局 〒270-1132 （調基１）第265号         平成28年 4月 1日
     我孫子市湖北台１－１－１３ （調）第533号             平成29年 7月 1日
     04-7188-9050  (04-7188-9077) （在調）第274号           平成26年 6月 1日
     （か薬）第1069号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第1545号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14182540623  株式会社　千葉薬品　〒270-1112 （調基１）第1103号        平成28年 4月 1日
     ヤックスドラッグ我孫我孫子市新木２６５１－１ （後発調２）第2222号      平成30年 2月 1日
     子新木薬局 04-7179-3572  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14192540649  株式会社マル・コーポ〒270-1101 （調基１）第1876号        平成28年 4月 1日
     レーション　布佐マル我孫子市布佐３０７５ （調）第266号             平成28年 5月20日
     薬局 04-7181-6677  (04-7181-6678) （在調）第176号           平成24年10月 1日
     （か薬）第539号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1217号          平成18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  153

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 14202540656  株式会社外苑企画商事〒270-1176 （調基１）第1726号        平成28年 4月 1日
     　けやき天王台薬局 我孫子市柴崎台２－１－７ （調）第520号             平成29年 7月 1日
     04-7181-0006  (04-7199-2528) （後発調２）第1192号      平成28年 4月 1日
     （か薬）第731号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第2574号          平成28年 9月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14212540664  有限会社メディカルト〒270-1166 （調基１）第428号         平成28年 4月 1日
     ラスト　みちる薬局 我孫子市我孫子１－８－１７ル・ （後発調１）第1502号      平成28年 4月 1日
     ソルボンヌ１Ｆ （か薬）第1195号          平成29年12月 1日
     04-7185-8583  (04-7185-8651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14222540672  株式会社マル・コーポ〒270-1168 （調基３）第105号         平成28年 4月 1日
     レーション　北柏マル我孫子市根戸１７４７－１ （後発調２）第1632号      平成28年 8月 1日
     薬局 04-7181-0071  (04-7181-0072) （か薬）第537号           平成28年 5月20日
     （在薬）第1578号          平成21年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14232540680  クオール薬局　天王台〒270-1176 （調基１）第1486号        平成28年 4月 1日
     店 我孫子市柴崎台１－１８－３４ （調）第350号             平成28年 7月 1日
     04-7165-6289  (04-7165-6290) （後発調１）第1945号      平成28年 4月 1日
     （在調）第431号           平成28年 3月 1日
     （か薬）第172号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1631号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14242540714  さくら薬局　新木店 〒270-1101 （調基２）第27号          平成28年 4月 1日
     我孫子市布佐８３４－１７９ （後発調２）第1185号      平成28年 4月 1日
     04-7181-6088  (04-7189-6007) （在調）第237号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第936号           平成29年 2月 1日
     （在薬）第1659号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14252540722  柴崎薬局 〒270-1177 （調基３）第16号          平成28年 4月 1日
     我孫子市柴崎１２９９－１４ （後発調２）第1850号      平成29年 2月 1日
     04-7182-1161  (04-7182-1162) （在調）第229号           平成26年 3月 1日
     （在薬）第1645号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14262540730  しらかば薬局 〒270-1158 （調基１）第1790号        平成28年 4月 1日
     我孫子市船戸２－１－１０ （後発調１）第2107号      平成28年 4月 1日
     04-7128-9268  (04-7128-9269) （在薬）第1782号          平成23年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14272540748  あおぞら薬局 〒270-1151 （調基１）第161号         平成28年 4月 1日
     我孫子市本町２－６－１９ （調）第118号             平成28年 4月 1日
     04-7181-2611  (04-7181-2622) （後発調１）第1452号      平成28年 4月 1日
     （か薬）第197号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1777号          平成23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  154

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 14282540763  ウエルシア薬局　我孫〒270-1147 （調基１）第618号         平成28年 4月 1日
     子若松店 我孫子市若松１０２ （後発調１）第2308号      平成28年 7月 1日
     04-7181-8818  (04-7181-8819) （薬菌）第115号           平成27年 7月 1日
     （在調）第198号           平成25年 6月 1日
     （在薬）第1786号          平成23年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14292540771  フレンド薬局布佐台店〒270-1101 （調基１）第1904号        平成28年 4月 1日
     我孫子市布佐９５４－１ （後発調２）第1605号      平成28年 8月 1日
     04-7189-8405  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14302540797  そうごう薬局　ふさ店〒270-1101 （調基１）第1569号        平成28年 4月 1日
     我孫子市布佐２２０２－７ （後発調２）第1412号      平成28年 4月 1日
     04-7189-0381  (04-7189-0382) （在調）第446号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1840号          平成24年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14312540805  ひろこうじ薬局我孫子〒270-1151 （調基１）第224号         平成28年 4月 1日
     店 我孫子市本町３－２－２８アビイ
     クオーレ１Ｆ
     04-7185-9600  (04-7183-3168)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14322540813  けやき通り薬局 〒270-1132 （調基１）第415号         平成28年 4月 1日
     我孫子市湖北台８－１８－１５ （後発調２）第1993号      平成29年 8月 1日
     04-7187-7577  (04-7187-7567) （在薬）第2736号          平成29年 7月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14332540821  薬局ナチュラル・メデ〒270-1166 （調基３）第100号         平成28年 4月 1日
     ィクス 我孫子市我孫子１－１７－２２号 （後発調２）第1368号      平成28年 4月 1日
     04-7157-3362  (04-7157-3368) （か薬）第1031号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第2119号          平成25年 9月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14342540839  有限会社小野薬局　さ〒270-1154 （調基１）第1687号        平成28年 4月 1日
     つき薬局 我孫子市白山１－１５－１３リト （後発調１）第2486号      平成28年10月 1日
     ルウイング１階
     04-7192-7328  (04-7192-7329)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14352540847  株式会社あさひ調剤　〒270-1166 （調基１）第474号         平成28年 4月 1日
     ほたる薬局　あびこ店我孫子市我孫子字並塚１８６０－ （調）第180号             平成28年 4月 1日
     ４ （後発調２）第1849号      平成29年 2月 1日
     04-7136-1493  (04-7136-1495) （在調）第522号           平成28年11月 1日
     （か薬）第378号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1989号          平成24年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14362540854  クラフト株式会社　さ〒270-1166 （調基３）第15号          平成28年 4月 1日
     くら薬局　我孫子店 我孫子市我孫子１８６１ （後発調２）第1886号      平成29年 3月 1日
     04-7170-2316  (04-7170-2782) （在薬）第1990号          平成24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  155

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 14372540862  株式会社メディカルネ〒270-1132 （調基１）第24号          平成28年 4月 1日
     ットワーク　タクミ薬我孫子市湖北台３－１２－５ （後発調１）第1398号      平成28年 4月 1日
     局 04-7187-3900  (04-7187-1092) （在調）第181号           平成24年12月 1日
     （在薬）第2001号          平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14382540888  さくら薬局　我孫子駅〒270-1151 （調基１）第346号         平成28年 4月 1日
     前店 我孫子市本町２－４－１５弥生ビ （調）第295号             平成28年 5月 1日
     ル１Ｆ （後発調１）第2587号      平成29年 1月 1日
     04-7186-3070  (04-7186-3070) （在調）第283号           平成26年 7月 1日
     （か薬）第366号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2132号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14392540896  あさひ薬局 〒270-1101 （調基１）第779号         平成28年 4月 1日
     我孫子市布佐２９２５－６ （調）第208号             平成28年 4月 1日
     04-7181-6507  (04-7181-6508) （か薬）第431号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2160号          平成26年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14402540920  薬局メディクス 〒270-1166 （調基１）第1880号        平成28年 4月 1日
     我孫子市我孫子１－１－２２　１ （後発調２）第1784号      平成28年12月 1日
     Ｆ （在調）第296号           平成26年 8月11日
     04-7181-8700  (04-7181-8702) （か薬）第976号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第2276号          平成26年 8月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14412540938  薬局マツモトキヨシ　〒270-1143 （調基１）第984号         平成28年 4月 1日
     天王台店 我孫子市天王台２－１－２７ （後発調２）第2279号      平成30年 3月 1日
     04-7181-3180  (04-7181-3180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14422540946  ウエルシア薬局我孫子〒270-1138 （調基１）第637号         平成28年 4月 1日
     下ヶ戸店 我孫子市下ケ戸４７８－１ （後発調２）第2159号      平成30年 1月 1日
     04-7165-2007  (04-7165-2008) （在薬）第2476号          平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14432540961  アイセイ薬局　布佐店〒270-1101 （調基１）第2056号        平成28年10月 1日
     我孫子市布佐８３４ （調）第415号             平成28年10月 1日
     04-7136-7071  (04-7136-7072) （後発調２）第1754号      平成28年10月 1日
     （在調）第541号           平成28年10月 1日
     （か薬）第849号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2621号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14442540979  きらり薬局　我孫子店〒270-1165 （調基１）第2294号        平成30年 3月 1日
     我孫子市並木７－１－２９ （在薬）第2858号          平成30年 3月 1日
     04-7138-6571  (04-7138-6572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14452640100  薬局くすりの福太郎　〒273-0105 （調基１）第1389号        平成28年 4月 1日
     鎌ケ谷大仏店 鎌ケ谷市鎌ケ谷１－６－４ （在薬）第1247号          平成19年 2月 1日
     0474-43-9829  (0474-43-9829)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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  156

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 14462640126  みどり薬局 〒273-0117 （調基１）第1906号        平成28年 4月 1日
     鎌ケ谷市西道野辺１５－２１ （か薬）第469号           平成29年 4月 1日
     0474-45-4778  （在薬）第754号           平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14472640167  アデム薬局 〒273-0101 （調基１）第1845号        平成28年 4月 1日
     鎌ケ谷市富岡１－３－２９ （後発調１）第2658号      平成29年 4月 1日
     0474-44-6909  （在薬）第1398号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14482640183  なのはな調剤薬局 〒273-0132 （調基２）第109号         平成28年 4月 1日
     鎌ケ谷市粟野６０６－３ （後発調１）第2651号      平成29年 4月 1日
     047-444-3731  (047-446-8435) （在薬）第1533号          平成21年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14492640258  くぬぎ山ハート薬局 〒273-0128 （調基１）第253号         平成28年 4月 1日
     鎌ケ谷市くぬぎ山４－２－４０ （在薬）第422号           平成11年12月 1日
     047-394-5611  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14502640266  薬局タカサ　鎌ヶ谷大〒273-0122 （調基１）第1117号        平成28年 4月 1日
     仏店 鎌ケ谷市東初富６－８－５１ （調）第549号             平成29年 9月 1日
     0474-43-2230  （在調）第286号           平成26年 8月 1日
     （か薬）第1106号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第462号           平成12年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14512640274  友愛薬局　みちのべ店〒273-0115 （調基３）第90号          平成28年 4月 1日
     鎌ケ谷市東道野辺４－１－４０ （在薬）第745号           平成15年 2月 1日
     047-443-1020  (047-443-1438)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14522640282  わかば薬局鎌ケ谷 〒273-0113 （調基１）第1792号        平成28年 4月 1日
     鎌ケ谷市道野辺中央２－５－２１ （後発調２）第1278号      平成28年 4月 1日
     047-446-6501  (047-446-6551) （か薬）第1054号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第2165号          平成26年 1月30日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14532640290  すずらん薬局 〒273-0132 （調基１）第1831号        平成28年 4月 1日
     鎌ケ谷市粟野６２４－６ （後発調１）第2143号      平成28年 4月 1日
     047-446-0891  (047-446-6431) （在薬）第2260号          平成26年 8月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14542640324  株式会社くすりの福太〒273-0137 （調基１）第1378号        平成28年 4月 1日
     郎　薬局くすりの福太鎌ヶ谷市道野辺本町１－３－１カ （後発調１）第2531号      平成28年11月 1日
     郎　鎌ヶ谷駅前店 ーラシティ鎌ヶ谷１Ｆ （在薬）第1240号          平成19年 1月 1日
     047-498-5129  (047-498-5329)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14552640381  日本調剤株式会社　日〒273-0113 （調基１）第1393号        平成28年 4月 1日
     本調剤　鎌ケ谷薬局 鎌ケ谷市道野辺中央５－１－７６ （調）第472号             平成29年 4月 1日
     047-441-5527  (047-441-5527) （後発調２）第1354号      平成28年 4月 1日
     （在調）第317号           平成26年12月 1日
     （か薬）第332号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1206号          平成18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  157

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 14562640399  ウエルシア薬局　鎌ケ〒273-0123 （調基１）第682号         平成28年 4月 1日
     谷初富店 鎌ケ谷市南初富３－１４－２ （後発調２）第1236号      平成28年 4月 1日
     047-441-7081  (043-441-7087) （在薬）第1945号          平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14572640407  株式会社ｏｆｆｉｃｅ〒273-0106 （調基１）第555号         平成28年 4月 1日
     　ｗｅｅｄｓｐｉｒｉ鎌ケ谷市南鎌ケ谷１－５－２６
     ｔ　薬局おくすり本舗047-443-8862  (047-443-8871)
     　鎌ケ谷店
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14582640423  イオンリテール株式会〒273-0107 （調基１）第2121号        平成29年 4月 1日
     社　イオン薬局　鎌ヶ鎌ケ谷市新鎌ケ谷２－７－１ （後発調１）第2578号      平成29年 1月 1日
     谷店 047-441-7899  (047-441-7902) （か薬）第1208号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第2103号          平成25年 8月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14592640431  しんかま薬局 〒273-0107 （調基１）第328号         平成28年 4月 1日
     鎌ケ谷市新鎌ケ谷１－１７－２新 （後発調１）第1488号      平成28年 4月 1日
     鎌ヒルズ０００５ （か薬）第245号           平成29年 4月 1日
     047-497-8117  (047-497-8118) （在薬）第1626号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14602640449  さくら薬局　鎌ヶ谷店〒273-0123 （調基３）第20号          平成28年 4月 1日
     鎌ケ谷市南初富６－５－１５ （後発調２）第1188号      平成28年 4月 1日
     047-441-8271  (047-441-8272) （在薬）第1646号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14612640456  薬局くすりの福太郎　〒273-0107 （調基１）第1356号        平成28年 4月 1日
     アクロスモール新鎌ヶ鎌ケ谷市新鎌ケ谷２－１２－１ （後発調１）第1764号      平成28年 4月 1日
     谷店 047-441-6210  (047-441-6210) （在薬）第2768号          平成29年 9月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14622640464  薬局くすりの福太郎　〒273-0107 （調基１）第1350号        平成28年 4月 1日
     新鎌ケ谷北口店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷１－１８－５デ （後発調２）第2069号      平成29年10月 1日
     ィア・ヴェルジュ１Ｆ （在薬）第2775号          平成29年 9月11日
     047-441-7329  (047-441-7330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14632640480  薬局くすりの福太郎　〒273-0107 （調基１）第1346号        平成28年 4月 1日
     新鎌ヶ谷南口店 鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷１－９－９号 （後発調１）第1757号      平成28年 4月 1日
     047-441-3029  (047-441-3029) （在薬）第2779号          平成29年 9月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14642640498  薬局くすりの福太郎　〒273-0107 （調基１）第2104号        平成29年 3月 1日
     新鎌ケ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷１－１６－１ム （後発調２）第1970号      平成29年 6月 1日
     ワトゥール１階 （在薬）第2679号          平成29年 3月 1日
     047-498-7529  (047-443-1529)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14652640506  さくら薬局　鎌ヶ谷西〒273-0117 （調基２）第29号          平成28年 4月 1日
     道野辺店 鎌ケ谷市西道野辺６－１ （後発調２）第1186号      平成28年 4月 1日
     047-401-7193  (047-401-7194) （か薬）第612号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2221号          平成26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  158

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 14662640522  かのこや薬局 〒273-0113 （調基１）第1465号        平成28年 4月 1日
     鎌ケ谷市道野辺中央２－２－２６ （後発調２）第1457号      平成28年 4月 1日
     047-443-1863  (047-412-5262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14672640530  調剤薬局ツルハドラッ〒273-0125 （調基１）第87号          平成28年 4月 1日
     グ　初富本町店 鎌ケ谷市初富本町１－１－７ （後発調２）第2273号      平成30年 3月 1日
     047-442-5268  (047-442-5268) （在薬）第2381号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14682640548  わかば薬局　初富 〒273-0121 （調基１）第1966号        平成28年 5月 1日
     鎌ケ谷市初富９２４－３０１ （後発調２）第2011号      平成29年 8月 1日
     047-497-8100  (047-497-8109)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14692640555  あすなろ薬局 〒273-0112 （調基１）第2069号        平成28年10月 1日
     鎌ケ谷市東中沢１－１５－５５ （調）第427号             平成28年10月 1日
     047-441-7701  (047-441-7702) （後発調２）第1768号      平成28年10月 1日
     （在調）第554号           平成28年10月 1日
     （か薬）第868号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2601号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14702640563  ウエルシア薬局鎌ケ谷〒273-0128 （調基１）第2190号        平成29年 7月 1日
     くぬぎ山店 鎌ケ谷市くぬぎ山３－１４－１４ （後発調２）第2252号      平成30年 3月 1日
     047-394-5017  (047-394-5018) （在薬）第2730号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14712640571  うさぎ薬局　馬込沢店〒273-0115 （調基１）第2269号        平成29年12月 1日
     鎌ケ谷市東道野辺７－２２－４６ （在薬）第2831号          平成29年12月 8日
     ＫＵ馬込沢ビル１０２
     047-429-3376  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14722640589  オリビエ薬局　鎌ケ谷〒273-0122 （調基１）第2259号        平成29年11月 1日
     店 鎌ケ谷市東初富６－９－４８ （後発調２）第2129号      平成29年11月 1日
     047-401-3717  (047-444-3717) （在調）第667号           平成30年 3月 1日
     （在薬）第2822号          平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14732640597  山口薬局 〒273-0121 （調基２）第126号         平成30年 1月 1日
     鎌ケ谷市初富８４８－１０６ （後発調２）第2228号      平成30年 1月 1日
     047-442-4820  (047-442-4820) （在薬）第2856号          平成30年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14742640605  大正堂薬局 〒273-0123 （調基１）第2292号        平成30年 2月 1日
     鎌ケ谷市南初富６－１－１７
     047-443-1260  (047-443-1290)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14752700268  宮崎薬局 〒272-0031
     市川市平田２‐６
     0473-22-4492  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14762700334  第一薬局 〒272-0021 （調基１）第396号         平成28年 4月 1日
     市川市八幡６‐１３‐１



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
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 14772700664  トモエ薬局 〒272-0835
     市川市中国分２‐１９‐２
     0473-72-1334  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14782700680  恩田薬局 〒272-0133 （調基１）第1678号        平成28年 4月 1日
     市川市行徳駅前２‐２３‐１ （在薬）第336号           平成11年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14792710176  有限会社　押賀薬局 〒272-0034 （調基１）第330号         平成28年 4月 1日
     市川市市川４－７－７
     047-372-2354  (047-372-5656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14802710259  有限会社北沢薬局 〒272-0034
     市川市市川１－１２－８
     047-322-2439  (047-322-2439)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14812710382  株式会社アイコー　富〒272-0023 （調基１）第1819号        平成28年 4月 1日
     士薬局南口店 市川市南八幡４－３－１
     047-377-6098  (047-377-6098)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14822740256  有限会社井伊薬局　鬼〒272-0815 （調基１）第1221号        平成28年 4月 1日
     越営業所　鬼越薬局 市川市北方１‐９‐１３ （調）第488号             平成29年 5月 1日
     0473-32-2278  (047-335-5566) （か薬）第988号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第1624号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14832740272  カイセイ薬局 〒272-0114 （調基１）第722号         平成28年 4月 1日
     市川市塩焼３－１６－２１ （在薬）第277号           平成11年 5月 1日
     047-397-9533  (047-397-9525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14842740553  漢方閣 〒272-0114 （調基１）第1263号        平成28年 4月 1日
     市川市塩焼２－１－１
     0473-97-3751  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14852740595  芦田薬局 〒272-0138 （調基１）第1279号        平成28年 4月 1日
     市川市南行徳１‐２２‐３ （調）第22号              平成28年 4月 1日
     047-397-1477  （在調）第137号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第45号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第708号           平成14年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14862740694  日本メディカルシステ〒272-0143 （調基１）第1328号        平成28年 4月 1日
     ム株式会社　太陽堂調市川市相之川１－８－１ （調）第46号              平成28年 4月 1日
     剤薬局 043-356-5965  (047-356-7759) （後発調２）第1323号      平成28年 4月 1日
     （在調）第433号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第114号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第872号           平成16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  160

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 14872740751  ファーマシーアオノ薬〒272-0143 （調基１）第463号         平成28年 4月 1日
     局 市川市相之川４‐１５‐１ （調）第86号              平成28年 4月 1日
     047-358-6093  （後発調１）第1596号      平成28年 4月 1日
     （薬菌）第139号           平成28年 4月 1日
     （在調）第164号           平成24年 7月 1日
     （か薬）第284号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1033号          平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14882740785  スクエア　アオノ薬局〒272-0138 （調基１）第432号         平成28年 4月 1日
     市川市南行徳１‐１６‐２７ＮＡ （調）第120号             平成28年 4月 1日
     ＮＧＹＯスクエアビル （後発調１）第1499号      平成28年 4月 1日
     047-396-4193  (047-396-1217) （薬菌）第137号           平成28年 4月 1日
     （在調）第50号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第147号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1034号          平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14892740876  有限会社　西川永生堂〒272-0033 （調基１）第1157号        平成28年 4月 1日
     市川市市川南１－２－５ （調）第4号               平成28年 4月 1日
     047-322-1493  (047-326-6872) （在調）第43号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第42号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第619号           平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14902740926  有限会社　ナガセ薬局〒272-0021 （調基１）第909号         平成28年 4月 1日
     市川市八幡３－２０－２
     047-322-3458  (047-322-3459)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14912740934  ヤスイ調剤薬局 〒272-0133 （調基１）第762号         平成28年 4月 1日
     市川市行徳駅前２－１３－２０ （後発調１）第2321号      平成28年 7月 1日
     047-398-4224  (047-397-2120) （在薬）第832号           平成16年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14922740967  河野薬局 〒272-0815 （調基１）第777号         平成28年 4月 1日
     市川市北方２－８－１３
     047-332-7372  (047-332-8085)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14932741023  ハロークリエイティブ〒272-0013 （調基１）第721号         平成28年 4月 1日
     株式会社　ハロー薬局市川市高谷１‐６‐１０ （在薬）第1498号          平成21年 3月 1日
     047-327-0203  (047-327-0203)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14942741064  市川平成薬局 〒272-0822 （調基１）第1025号        平成28年 4月 1日
     市川市宮久保３‐５‐８
     0473-74-2581  (0473-74-2581)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14952741163  泉澤薬局 〒272-0035 （調基１）第136号         平成28年 4月 1日
     市川市新田５‐１１‐１ （後発調１）第2369号      平成28年 8月 1日
     0473-22-6236  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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  161

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 14962741171  株式会社誠心堂薬局 〒272-0138 （調基１）第544号         平成28年 4月 1日
     市川市南行徳３－１－２
     047-398-9393  (047-398-8940)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14972741221  株式会社ライフ　八幡〒272-0021 （調基１）第1182号        平成28年 4月 1日
     ライフ薬局 市川市八幡４－４－７－１０２ （在薬）第275号           平成11年 5月 1日
     0473-36-1193  (047-333-5192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14982741254  株式会社市川ファーマ〒272-0825 （調基１）第449号         平成28年 4月 1日
     シー　いちかわ薬局 市川市須和田１－２４－１６ （在薬）第77号            平成 8年 7月 1日
     047-375-3655  (047-375-3656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14992741262  有限会社メディカルシ〒272-0023 （調基１）第1023号        平成28年 4月 1日
     ステムプロダクツ　本市川市南八幡３‐１２‐６
     八幡調剤薬局 0473-78-7331  (0473-78-7331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15002741288  コスモ薬局　行徳駅前〒272-0133 （調基１）第1043号        平成28年 4月 1日
     店 市川市行徳駅前２－１－１１　花 （調）第486号             平成29年 5月 1日
     いちビル２０３ （在調）第320号           平成27年 1月 1日
     0473-56-0311  (047-356-0511) （か薬）第986号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第502号           平成12年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15012741320  千里ファーマシー 〒272-0836 （調基１）第1573号        平成28年 4月 1日
     市川市北国分２‐６‐７‐１０１
     047-372-1672  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15022741379  アサヒ薬局 〒272-0138 （調基１）第1280号        平成28年 4月 1日
     市川市南行徳３‐４‐１４ （在薬）第338号           平成11年10月 1日
     0473-95-2405  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15032741395  市川駅前薬局 〒272-0034 （調基１）第1024号        平成28年 4月 1日
     市川市市川１‐２３‐１０　アル
     ファーツインビル
     047-324-6021  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15042741700  株式会社ライオン薬局〒272-0032 （調基１）第815号         平成28年 4月 1日
     市川市大洲４－１２－２５ （後発調２）第1913号      平成29年 4月 1日
     0473-77-5779  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15052741759  桜美堂薬局 〒272-0804 （調基１）第368号         平成28年 4月 1日
     市川市南大野２－１－１６
     0473-39-3001  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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  162

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 15062741775  薬局スミレ 〒272-0021 （調基１）第1038号        平成28年 4月 1日
     市川市八幡４－４－８ （調）第308号             平成28年 4月 1日
     047-333-8503  (047-333-2235) （在調）第312号           平成26年12月 1日
     （か薬）第604号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第97号            平成 9年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15072741783  薬剤師会市川薬局 〒272-0827 （調基１）第1693号        平成28年 4月 1日
     市川市国府台５－１－８ （後発調１）第2091号      平成28年 4月 1日
     047-373-1020  (047-375-4366) （薬菌）第69号            平成25年 3月 1日
     （か薬）第865号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1996号          平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15082741858  南行徳薬局 〒272-0143 （調基１）第472号         平成28年 4月 1日
     市川市相之川４－１５－２吉野ビ （調）第90号              平成28年 4月 1日
     ル１Ｆ （後発調１）第1598号      平成28年 4月 1日
     047-356-4193  (047-359-0818) （薬菌）第138号           平成28年 4月 1日
     （在調）第47号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第289号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1035号          平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15092741940  有限会社エスケイファ〒272-0826 （調基１）第1615号        平成28年 4月 1日
     ーマシー　真間川薬局市川市真間２－１６－１２ （調）第573号             平成29年11月 1日
     047-324-4193  (047-324-4193) （か薬）第956号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第412号           平成11年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15102741973  久米の木薬局 〒272-0812 （調基１）第315号         平成28年 4月 1日
     市川市若宮３－５３－２４ （後発調２）第1171号      平成28年 4月 1日
     047-320-7361  (047-320-7361)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15112741999  日本メディカルシステ〒272-0114 （調基１）第1262号        平成28年 4月 1日
     ム株式会社　東行徳太市川市塩焼３－１－１ （調）第406号             平成28年11月 1日
     陽堂薬局 047-399-1010  (047-399-1010) （後発調２）第1366号      平成28年 4月 1日
     （在調）第209号           平成25年11月 1日
     （か薬）第639号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第874号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15122742013  イシイ薬局 〒272-0837 （調基１）第1577号        平成28年 4月 1日
     市川市堀之内３－３２－２ （後発調１）第2654号      平成29年 4月 1日
     047-373-4172  (047-374-2729) （在薬）第507号           平成12年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15132742096  プラザアオノ薬局 〒272-0133 （調基１）第434号         平成28年 4月 1日
     市川市行徳駅前２－４ （調）第61号              平成28年 4月 1日
     047-357-1925  (047-357-1924) （後発調１）第1497号      平成28年 4月 1日
     （薬菌）第132号           平成28年 1月 1日
     （在調）第51号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第143号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第834号           平成16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  163

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 15142742104  くるみ薬局 〒272-0826 （調基１）第1592号        平成28年 4月 1日
     市川市真間２－１２－１４シャト （調）第26号              平成28年 4月 1日
     ー真間１Ｆ （後発調１）第2054号      平成28年 4月 1日
     047-325-7100  （か薬）第77号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第354号           平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15152742146  マリア薬局 〒272-0837 （調基１）第576号         平成28年 4月 1日
     市川市堀之内３－１９－３０ （後発調１）第1795号      平成28年 4月 1日
     047-320-8610  (047-320-8612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15162742161  宮久保坂下薬局 〒272-0822 （調基１）第1415号        平成28年 4月 1日
     市川市宮久保１－１２－１５
     047-375-2861  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15172742179  有限会社　伊藤薬局 〒272-0826 （調基１）第1605号        平成28年 4月 1日
     市川市真間４－５－８ （在薬）第1389号          平成20年 4月 1日
     047-372-4079  (047-372-4082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15182742203  松の木薬局 〒272-0035 （調基１）第990号         平成28年 4月 1日
     市川市新田１－２－３ （か薬）第897号           平成29年 4月 1日
     047-325-7793  (047-325-7793)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15192742211  伊倉薬局 〒272-0832 （調基１）第1681号        平成28年 4月 1日
     市川市曽谷７－３－１６ （在薬）第452号           平成12年 1月 1日
     047-373-2222  (047-373-5508)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15202742237  セブンス薬局　南八幡〒272-0023 （調基１）第28号          平成28年 4月 1日
     店 市川市南八幡４－１４－５オータ （後発調１）第2756号      平成29年 8月 1日
     ムヒルズ１Ｂ
     047-300-9984  (047-300-9981)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15212742245  みのる薬局　東国分店〒272-0833 （調基１）第477号         平成28年 4月 1日
     市川市東国分１－２９－１５ （後発調１）第1590号      平成28年 4月 1日
     047-374-9900  (047-374-9901) （在薬）第513号           平成12年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15222742252  有限会社　エヌ・アー〒272-0826 （調基１）第1679号        平成28年 4月 1日
     ル・シー・エフ　市川市川市真間１－１３－７ （調）第540号             平成29年 8月 1日
     真間薬局 047-323-7878  (047-323-7877) （後発調１）第2163号      平成28年 4月 1日
     （か薬）第1089号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第1440号          平成20年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15232742260  薬局マツモトキヨシ　〒272-0824 （調基１）第970号         平成28年 4月 1日
     市川菅野店 市川市菅野５－１ （後発調２）第1963号      平成29年 6月 1日
     047-326-8400  (047-326-8400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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  164

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 15242742286  有限会社くすり三千堂〒272-0133 （調基１）第1468号        平成28年 4月 1日
     　くすり三千堂 市川市行徳駅前４－６－１６グラ （後発調１）第2368号      平成28年 8月 1日
     ンベール第１ （在薬）第709号           平成14年10月 1日
     047-397-3000  (047-397-3000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15252742328  株式会社アオノ　アオ〒272-0111 （調基１）第437号         平成28年 4月 1日
     ノ薬局　みょうでん店市川市妙典４－２－１２ （調）第59号              平成28年 4月 1日
     047-307-2726  (047-307-2728) （後発調２）第1855号      平成29年 2月 1日
     （薬菌）第136号           平成28年 4月 1日
     （在調）第348号           平成27年 5月 1日
     （か薬）第141号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1330号          平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15262742351  株式会社壮健　タムラ〒272-0023
     薬局 市川市南八幡５－１－１
     047-370-1717  (047-370-0708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15272742385  てぼり薬局 〒272-0823 （調基１）第37号          平成28年 4月 1日
     市川市東菅野３－１９－１２ （在薬）第594号           平成13年 9月 1日
     047-334-3171  (047-334-3197)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15282742427  蘭薬局　行徳店 〒272-0133 （調基１）第1232号        平成28年 4月 1日
     市川市行徳駅前１－１３－４ （後発調２）第1583号      平成28年 7月 1日
     047-399-2541  (047-399-4126) （か薬）第1102号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第1742号          平成23年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15292742443  株式会社ライフ　ライ〒272-0021 （調基１）第1183号        平成28年 4月 1日
     フ中央薬局 市川市八幡３－２８－２７ （在薬）第876号           平成16年 4月 1日
     047-329-1511  (047-329-1522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15302742450  秀和堂薬局 〒272-0035 （調基１）第246号         平成28年 4月 1日
     市川市新田４－９－１７
     047-377-6139  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15312742484  日本メディカルシステ〒272-0115 （調基１）第1326号        平成28年 4月 1日
     ム株式会社　妙典駅前市川市富浜２－１４－４－１０１ （調）第323号             平成28年 6月 1日
     太陽堂薬局 047-398-8080  (047-398-8089) （後発調１）第2271号      平成28年 6月 1日
     （在調）第215号           平成26年 1月 1日
     （か薬）第652号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第877号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15322742559  株式会社トグチ　みの〒272-0031 （調基１）第1842号        平成28年 4月 1日
     り薬局　市川店 市川市平田１－１７－２２ （調）第500号             平成29年 5月 1日
     047-323-2230  (047-323-2232) （後発調１）第2376号      平成28年 8月 1日
     （在調）第458号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第999号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第664号           平成14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  165

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 15332742575  株式会社くすりの福太〒272-0035 （調基１）第1371号        平成28年 4月 1日
     郎　薬局くすりの福太市川市新田４－６－７ （後発調１）第1771号      平成28年 4月 1日
     郎　市川南口店 047-393-6239  (047-393-6239) （在薬）第2760号          平成29年 9月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15342742609  株式会社オオノ　プラ〒272-0827 （調基３）第63号          平成28年 4月 1日
     ザ薬局　国府台 市川市国府台３－１－３０ （後発調１）第1857号      平成28年 4月 1日
     047-373-5551  (047-373-5790) （在調）第628号           平成29年10月 1日
     （か薬）第889号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1185号          平成18年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15352742641  ダルマ薬局 〒272-0023 （調基１）第392号         平成28年 4月 1日
     市川市南八幡４－６－６－１Ｆ
     047-377-5201  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15362742674  株式会社　ファーム　〒272-0111 （調基１）第36号          平成28年 4月 1日
     ファーム薬局 市川市妙典４－５－２５ （後発調１）第1412号      平成28年 4月 1日
     047-307-8677  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15372742708  有限会社　ソ二ック　〒272-0021 （調基１）第1469号        平成28年 4月 1日
     さくら薬局　八幡店 市川市八幡６－３－２５ （後発調２）第1398号      平成28年 4月 1日
     047-336-6841  （在薬）第1002号          平成17年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15382742724  有限会社　オオシバ　〒272-0121 （調基１）第41号          平成28年 4月 1日
     くすのき薬局 市川市末広１－１６－１５　末広 （在薬）第2279号          平成26年 9月17日
     ダイヤマンション
     047-399-8820  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15392742732  株式会社　ヤスイ　ヤ〒272-0133 （調基１）第1658号        平成28年 4月 1日
     スイ薬局　本店 市川市行徳駅前１－１３－６ （調）第236号             平成28年 4月 1日
     047-397-7877  (047-397-9919) （後発調２）第1739号      平成28年11月 1日
     （在調）第73号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第495号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第836号           平成16年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15402742740  株式会社タカ・ファー〒272-0034 （調基１）第1622号        平成28年 4月 1日
     ストヴィレッジ　サラ市川市市川４－７－５　シャトー （調）第492号             平成29年 5月 1日
     ダ薬局国府台支店 鴻ノ台１０２号 （後発調１）第2684号      平成29年 5月 1日
     047-374-8050  (047-374-8051) （か薬）第985号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第917号           平成16年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15412742757  中国分薬局 〒272-0835 （調基１）第1414号        平成28年 4月 1日
     市川市中国分３－５０７－６
     047-375-0461  (047-375-0461)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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  166

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 15422742765  あけぼの薬局　本八幡〒272-0021 （調基１）第1317号        平成28年 4月 1日
     店 市川市八幡３－８－６　プリンス （調）第317号             平成28年 6月 1日
     三善１Ｆ （後発調１）第2518号      平成28年11月 1日
     047-325-8511  (047-326-6065) （在調）第625号           平成29年10月 1日
     （か薬）第428号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第1041号          平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15432742773  行徳薬局 〒272-0133 （調基１）第1515号        平成28年 4月 1日
     市川市行徳駅前２－１６－５　吉 （後発調２）第1730号      平成28年11月 1日
     ビル１階 （在薬）第1102号          平成18年 3月 1日
     047-358-2902  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15442742815  オオシバ薬局 〒272-0114 （調基１）第329号         平成28年 4月 1日
     市川市塩焼２－３－２４－１０３ （か薬）第1068号          平成29年 7月 1日
     047-397-9778  (047-397-9785) （在薬）第944号           平成16年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15452742823  スミレ薬局　宮久保店〒272-0822 （調基１）第1247号        平成28年 4月 1日
     市川市宮久保１－１５－３　ホワ （調）第491号             平成29年 5月 1日
     イトセゾン宮久保 （後発調２）第1900号      平成29年 4月 1日
     047-374-8005  (047-374-8007) （か薬）第993号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第952号           平成17年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15462742849  薬局タカサ　市川若宮〒272-0812 （調基１）第1307号        平成28年 4月 1日
     店 市川市若宮３－３１－５ （調）第396号             平成28年11月 1日
     047-318-0300  (047-318-0301) （後発調２）第2167号      平成30年 1月 1日
     （薬菌）第94号            平成26年 7月 1日
     （在調）第25号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第135号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第988号           平成17年 5月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15472742856  ほほえみ薬局 〒272-0802 （調基１）第1769号        平成28年 4月 1日
     市川市柏井町１－２２０５ （調）第24号              平成28年 4月 1日
     047-337-8853  (047-338-0270) （後発調１）第2131号      平成28年 4月 1日
     （在調）第125号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第74号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第996号           平成17年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15482742864  太陽堂薬局 〒272-0133 （調基１）第1330号        平成28年 4月 1日
     市川市行徳駅前２－２５－１２ （調）第569号             平成29年10月 1日
     047-396-8700  （在調）第310号           平成26年11月 1日
     （か薬）第641号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1014号          平成17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  167

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 15492742880  スター薬局 〒272-0143 （調基１）第1241号        平成28年 4月 1日
     市川市相之川４－２－１４－１０ （調）第305号             平成28年 4月 1日
     ３ （後発調２）第2007号      平成29年 8月 1日
     047-307-8233  (047-307-8234) （在調）第2号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第620号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1412号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15502742922  薬局マツモトキヨシ　〒272-0023 （調基１）第957号         平成28年 4月 1日
     本八幡駅前店 市川市南八幡４－１－１０ （調）第349号             平成28年 7月 1日
     047-378-8626  (047-378-8626) （後発調２）第2187号      平成30年 1月 1日
     （か薬）第705号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2520号          平成28年 5月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15512742930  有限会社　大野屋薬局〒272-0804 （調基１）第941号         平成28年 4月 1日
     　オオノヤ薬局 市川市南大野１－６－３０ （後発調２）第1305号      平成28年 4月 1日
     047-337-5025  (047-337-5026) （か薬）第499号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1168号          平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15522742948  ぱぱす薬局　行徳駅前〒272-0133 （調基１）第760号         平成28年 4月 1日
     店 市川市行徳駅前１－２７－１７ （後発調１）第2293号      平成28年 6月 1日
     047-306-9341  (047-306-9342)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15532742955  有限会社はまだ薬局　〒272-0015 （調基１）第128号         平成28年 4月 1日
     有限会社はまだ薬局 市川市鬼高２－９－１０ （後発調１）第2251号      平成28年 6月 1日
     047-334-0831  (047-334-0831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15542742971  ウェルファーマシー株〒272-0805 （調基１）第719号         平成28年 4月 1日
     式会社　たんぽぽ薬局市川市大野町２－１０７－１ （後発調２）第1260号      平成28年 4月 1日
     047-339-7303  (047-339-7304) （在薬）第1224号          平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15552742989  アポロメディカルホー〒272-0133 （調基１）第1924号        平成28年 4月 1日
     ルディングス株式会社市川市行徳駅前４－２３－１サー （調）第597号             平成30年 2月 1日
     　けやき薬局　行徳店ハンハウス行徳１Ｆ （か薬）第1253号          平成30年 2月 1日
     047-300-4668  (047-300-4669) （在薬）第1213号          平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15562742997  株式会社メディシステ〒272-0805 （調基１）第1827号        平成28年 4月 1日
     ム　市川大野薬局 市川市大野町３－１５９４－５ （後発調２）第2265号      平成30年 3月 1日
     047-320-7622  (047-320-7623) （か薬）第736号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第1220号          平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15572743011  ウエルシア薬局　南行〒272-0143 （調基１）第653号         平成28年 4月 1日
     徳駅前店 市川市相之川４－９－１０ （後発調２）第2161号      平成30年 1月 1日
     047-300-2721  (047-300-2722) （在薬）第1946号          平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15582743029  若宮薬局 〒272-0812 （調基１）第730号         平成28年 4月 1日
     市川市若宮２－１２－７ （在薬）第1293号          平成19年 5月 1日
     047-332-3596  



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  168

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 15592743045  有限会社金子薬局　有〒272-0034 （調基１）第511号         平成28年 4月 1日
     限会社金子薬局　ファ市川市市川１－６－１４　カネコ （後発調１）第1556号      平成28年 4月 1日
     ーマシーカネコ ビル２階 （在薬）第1301号          平成19年 7月 1日
     047-322-2420  (047-321-0023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15602743060  ウエルシア薬局　市川〒272-0837 （調基１）第686号         平成28年 4月 1日
     堀之内店 市川市堀之内３－２５－９ （後発調１）第2864号      平成29年12月 1日
     047-318-5061  (047-318-5062) （在薬）第1947号          平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15612743086  ウエルシア薬局　市川〒272-0833 （調基１）第690号         平成28年 4月 1日
     東国分店 市川市東国分２－１－１ （後発調２）第2256号      平成30年 3月 1日
     047-374-9965  (047-374-9977) （在薬）第1948号          平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15622743128  有限会社かわふじファ〒272-0811 （調基１）第541号         平成28年 4月 1日
     ーマシー　北方平成薬市川市北方町４－２４１１ （後発調１）第1588号      平成28年 4月 1日
     局 047-337-3161  (047-337-3161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15632743136  株式会社タカサ　薬局〒272-0021 （調基１）第1300号        平成28年 4月 1日
     タカサ　市川本八幡店市川市八幡３－４－１０ユーハイ （後発調１）第2933号      平成30年 3月 1日
     ツＢ－１ （在薬）第1475号          平成20年10月 1日
     047-329-1900  (047-329-1901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15642743144  有限会社ヱド川薬局　〒272-0837 （調基１）第419号         平成28年 4月 1日
     ハート薬局 市川市堀之内３－２２－１２メゾ （後発調２）第1562号      平成28年 7月 1日
     ンラーク１０１ （在薬）第1489号          平成20年12月 1日
     047-702-3100  (047-702-3311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15652743169  有限会社ベル・ファー〒272-0827 （調基１）第456号         平成28年 4月 1日
     マシー　ベル薬局　国市川市国府台４－１－５ （在調）第151号           平成24年 4月 1日
     府台 047-703-8778  (047-703-8778) （在薬）第1591号          平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15662743177  株式会社金子　金子調〒272-0815 （調基１）第814号         平成28年 4月 1日
     剤薬局 市川市北方１－８－１５ （か薬）第220号           平成28年 4月 1日
     047-334-4841  （在薬）第1503号          平成21年 2月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15672743185  株式会社金子　金子薬〒272-0022 （調基１）第812号         平成28年 4月 1日
     局 市川市鬼越１－２４－５ （か薬）第222号           平成28年 4月 1日
     047-334-3496  (047-334-3496)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15682743193  株式会社桜まんてん堂〒272-0021 （調基１）第765号         平成28年 4月 1日
     　まんてん堂薬局本八市川市八幡２－５－８ガレリアサ （後発調１）第2475号      平成28年10月 1日
     幡 ーラ１０７号 （在薬）第1534号          平成21年 8月 1日
     047-302-7688  (047-302-7689)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15692743201  ダイエー市川店薬局 〒272-0034 （調基３）第149号         平成28年 4月 1日
     市川市市川１－４－１０
     047-326-3311  (047-326-6143)



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  169

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 15702743219  クオール薬局　本八幡〒272-0023 （調基１）第1883号        平成28年 4月 1日
     店 市川市南八幡４－１４－４ （調）第132号             平成28年 4月 1日
     047-700-2000  (047-700-2001) （後発調１）第2332号      平成28年 7月 1日
     （在調）第72号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第308号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1553号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15712743235  ヒロ薬局　市川店 〒272-0824 （調基１）第1596号        平成28年 4月 1日
     市川市菅野４－１７－１４タカラ （調）第99号              平成28年 4月 1日
     ビル１階 （後発調２）第1336号      平成28年 4月 1日
     047-320-0005  (047-320-0006) （在調）第415号           平成27年12月 1日
     （か薬）第300号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1579号          平成21年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15722743243  日本調剤株式会社　日〒272-0033 （調基１）第1396号        平成28年 4月 1日
     本調剤　市川南口薬局市川市市川南１－１－１　Ｂ２０ （調）第149号             平成28年 4月 1日
     ３ （後発調２）第1360号      平成28年 4月 1日
     047-325-6731  (047-325-6732) （在調）第390号           平成27年10月 1日
     （か薬）第337号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1610号          平成22年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15732743250  プレ薬局 〒272-0033
     市川市市川南３－１４－１６
     047-321-0955  (047-324-0954)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15742743268  さくら薬局　市川駅前〒272-0034 （調基１）第344号         平成28年 4月 1日
     店 市川市市川１－１２－７竹之内マ （調）第369号             平成28年 8月 1日
     ンション１Ｆ （在調）第668号           平成30年 3月 1日
     047-325-8760  (047-325-8761) （か薬）第634号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1633号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15752743276  シントク薬局 〒272-0004 （調基１）第381号         平成28年 4月 1日
     市川市原木２－１３－２７ （後発調２）第1549号      平成28年 7月 1日
     047-327-8612  (047-327-8618) （か薬）第293号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2278号          平成26年 9月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15762743292  さくら薬局　市川店 〒272-0034 （調基１）第343号         平成28年 4月 1日
     市川市市川２－２８－１５ （後発調１）第1517号      平成28年 4月 1日
     047-321-2422  (047-320-9156) （在調）第38号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第281号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1660号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15772743300  さくら薬局　菅野店 〒272-0824 （調基２）第30号          平成28年 4月 1日
     市川市菅野４－１７－１２ラ・メ （後発調２）第1728号      平成28年11月 1日
     ール岡野１階 （在調）第362号           平成27年 6月 1日
     047-325-3337  (047-320-9157) （か薬）第605号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1661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  170

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 15782743318  そうごう薬局　市川店〒272-0824 （調基１）第1512号        平成28年 4月 1日
     市川市菅野４－１７－１１岩丸ビ （調）第468号             平成29年 4月 1日
     ル１０１号 （後発調２）第1663号      平成28年 9月 1日
     047-322-7533  (047-322-7580) （か薬）第803号           平成28年11月 1日
     （在薬）第1647号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15792743342  よつば薬局 〒272-0143 （調基１）第1638号        平成28年 4月 1日
     市川市相之川４－１８－１メトロ （後発調２）第1421号      平成28年 4月 1日
     センター南行徳Ｃ棟チ号 （か薬）第1045号          平成29年 7月 1日
     047-397-9555  （在薬）第1802号          平成23年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15802743359  すずらん薬局 〒272-0821 （調基１）第489号         平成28年 4月 1日
     市川市下貝塚３－２１－２３ （調）第373号             平成28年 9月 1日
     047-318-5311  (047-318-5322) （後発調２）第1462号      平成28年 5月 1日
     （か薬）第546号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1734号          平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15812743367  調剤薬局マツモトキヨ〒272-0015 （調基１）第951号         平成28年 4月 1日
     シ　ニッケコルトン店市川市鬼高１－１－１ （後発調２）第2095号      平成29年11月 1日
     047-700-2500  (047-700-2500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15822743383  薬局ままのて 〒272-0804 （調基１）第813号         平成28年 4月 1日
     市川市南大野２－３－２４ （調）第371号             平成28年 9月 1日
     047-337-8060  (047-339-4525) （後発調１）第1730号      平成28年 4月 1日
     （か薬）第323号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1737号          平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15832743409  有限会社ハヤシ薬局 〒272-0832 （調基１）第1225号        平成28年 4月 1日
     市川市曽谷３－４２－２ （後発調１）第1933号      平成28年 4月 1日
     047-373-0973  (047-375-8254) （か薬）第804号           平成28年11月 1日
     （在薬）第1768号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15842743433  さくら薬局　市川八幡〒272-0021 （調基１）第345号         平成28年 4月 1日
     店 市川市八幡１－１５－１２ （在調）第221号           平成26年 2月 1日
     047-311-4601  (047-311-4605) （在薬）第1778号          平成23年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15852743458  須和田薬局 〒272-0825 （調基１）第1464号        平成28年 4月 1日
     市川市須和田１－２３－１９
     047-371-7064  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15862743466  みどり薬局 〒272-0821 （調基１）第490号         平成28年 4月 1日
     市川市下貝塚３－３６５－１ （後発調１）第2252号      平成28年 6月 1日
     047-374-7666  (047-374-7665) （在調）第36号            平成24年 4月 1日
     （在薬）第1807号          平成23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  171

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 15872743474  市川ハート薬局 〒272-0023 （調基１）第1580号        平成28年 4月 1日
     市川市南八幡１－２３－１０ （在薬）第1937号          平成24年 7月 1日
     047-311-4182  (047-316-1127)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15882743482  みなみ薬局 〒272-0033 （調基１）第1282号        平成28年 4月 1日
     市川市市川南１－１０－１ザ・タ （か薬）第16号            平成29年 4月 1日
     ワーズウエスト２０１ （在薬）第2196号          平成26年 3月26日
     047-303-3208  (047-303-3298)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15892743516  フロンティア薬局行徳〒272-0133 （調基１）第1110号        平成28年 4月 1日
     店 市川市行徳駅前１－２７－１０ （調）第312号             平成28年 6月 1日
     047-307-7701  (047-307-7702) （後発調２）第1947号      平成29年 5月 1日
     （在調）第445号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第522号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2522号          平成28年 5月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15902743524  薬局マツモトキヨシ　〒272-0111 （調基１）第955号         平成28年 4月 1日
     妙典駅前店 市川市妙典４－４－２７妙典セン （後発調２）第2138号      平成29年12月 1日
     タービル１階
     047-701-0075  (047-701-0075)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15912743532  ドレミ薬局　南行徳店〒272-0143 （調基１）第1836号        平成28年 4月 1日
     市川市相之川４－５－１５－１０ （か薬）第1004号          平成29年 6月 1日
     ５ （在薬）第1970号          平成24年 9月 1日
     047-711-0801  (047-711-0802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15922743573  クオール薬局妙典店 〒272-0111 （調基１）第2132号        平成29年 4月 1日
     市川市妙典４－１０－２８クリサ （調）第467号             平成29年 4月 1日
     ンテーム妙典Ⅱ （後発調１）第2414号      平成28年 8月 1日
     047-318-6026  (047-318-6027) （在調）第332号           平成27年 2月 1日
     （か薬）第181号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1884号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15932743581  五和薬品有限会社　駅〒272-0021 （調基１）第1039号        平成28年 4月 1日
     前薬局スミレ２号店 市川市八幡３－２７－２０第２山 （調）第304号             平成28年 4月 1日
     本ビル１０２号室 （在調）第258号           平成26年 4月 1日
     047-711-1745  (047-711-1746) （か薬）第603号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1931号          平成24年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15942743599  日本調剤株式会社　日〒272-0023 （調基１）第596号         平成28年 4月 1日
     本調剤　本八幡南口薬市川市南八幡４－９－５ （調）第150号             平成28年 4月 1日
     局 047-320-3571  (047-320-3572) （後発調２）第2289号      平成30年 3月 1日
     （在調）第629号           平成29年10月 1日
     （か薬）第338号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1954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  172

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 15952743649  アオノ薬局ふみはま店〒272-0138 （調基１）第473号         平成28年 4月 1日
     市川市南行徳１－１５－２１－１ （調）第72号              平成28年 4月 1日
     Ｆ （後発調２）第1965号      平成29年 6月 1日
     047-390-2380  （薬菌）第68号            平成25年 3月 1日
     （在調）第194号           平成25年 5月 1日
     （か薬）第208号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2021号          平成25年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15962743656  調剤薬局マツモトキヨ〒272-0023 （調基１）第980号         平成28年 4月 1日
     シ　南八幡店 市川市南八幡４－７－２ （調）第325号             平成28年 6月 1日
     047-314-2031  (047-314-2031) （後発調２）第1670号      平成28年 9月 1日
     （薬菌）第112号           平成27年 5月 1日
     （在調）第358号           平成27年 6月 1日
     （か薬）第653号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2053号          平成25年 4月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15972743664  日本調剤　ワールド薬〒272-0824 （調基１）第2148号        平成29年 4月 1日
     局 市川市菅野４－１７－１１ （後発調２）第1300号      平成28年 4月 1日
     047-320-9000  (047-320-9021) （在調）第200号           平成25年 6月 1日
     （か薬）第472号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2034号          平成25年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15982743680  太陽堂薬局　駅前２丁〒272-0133 （調基１）第1267号        平成28年 4月 1日
     目店 市川市行徳駅前２－１２－１３ （調）第313号             平成28年 6月 1日
     047-307-8883  (047-307-8885) （後発調２）第2240号      平成30年 2月 1日
     （在調）第384号           平成27年 9月 1日
     （か薬）第640号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2039号          平成25年 3月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15992743706  ウエルシア薬局市川妙〒272-0111 （調基１）第624号         平成28年 4月 1日
     典店 市川市妙典５－１３－３８ （後発調２）第2029号      平成29年 9月 1日
     047-701-6005  (047-701-6006) （在薬）第2309号          平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16002743714  大門薬局 〒272-0034 （調基１）第1590号        平成28年 4月 1日
     市川市市川１－１６－１５シャト （か薬）第39号            平成28年 4月 1日
     ー増田Ｎｏ１　１Ｆ （在薬）第2082号          平成25年 8月15日
     047-323-2601  (047-323-2601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16012743722  補生堂薬局 〒272-0021 （調基１）第12号          平成28年 4月 1日
     市川市八幡３－３－２－Ｊ１０３ （後発調２）第1124号      平成28年 4月 1日
     047-324-2000  (047-325-1825)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16022743748  ウエルシア薬局市川国〒272-0827 （調基１）第619号         平成28年 4月 1日
     府台店 市川市国府台４－７－３ （後発調２）第1830号      平成29年 2月 1日
     047-374-7037  (047-374-7038) （在薬）第2306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  173

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 16032743755  アオノ薬局ケアセンタ〒272-0133 （調基１）第433号         平成28年 4月 1日
     ー 市川市行徳駅前２－１７－２－１ （調）第81号              平成28年 4月 1日
     Ｆ （後発調２）第2150号      平成29年12月 1日
     047-395-4593  (047-395-4596) （薬菌）第133号           平成28年 2月 1日
     （在調）第216号           平成26年 1月 1日
     （か薬）第252号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2129号          平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16042743771  国府台ロイヤル薬局 〒272-0827 （調基３）第120号         平成28年 4月 1日
     市川市国府台２－８－２３ （後発調１）第2176号      平成28年 5月 1日
     047-375-7770  (047-375-7775) （在調）第563号           平成29年 1月 1日
     （か薬）第699号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2141号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16052743797  薬局メルシー 〒272-0021 （調基１）第944号         平成28年 4月 1日
     市川市八幡１－４－２２ （後発調２）第1974号      平成29年 6月 1日
     047-302-2122  (047-302-2123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16062743805  市川グリーン薬局 〒272-0031 （調基１）第304号         平成28年 4月 1日
     市川市平田２－６－１－１０１ （後発調１）第2802号      平成29年 9月 1日
     047-712-5581  (047-712-5582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16072743821  オリーブ薬局 〒272-0023 （調基１）第1240号        平成28年 4月 1日
     市川市南八幡３－３－９ （調）第301号             平成28年 4月 1日
     047-316-0278  (047-316-0279) （在調）第303号           平成26年10月 1日
     （か薬）第594号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2174号          平成26年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16082743839  和光薬局　市川店 〒272-0804 （調基１）第1032号        平成28年 4月 1日
     市川市南大野２－１８－２３　１ （後発調１）第2520号      平成28年11月 1日
     ０１号 （在薬）第2368号          平成27年 4月21日
     047-338-5635  (047-338-5635)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16092743847  調剤薬局インフォ・ド〒272-0034 （調基１）第1429号        平成28年 4月 1日
     ラッグ市川店 市川市市川１－９－７ （調）第357号             平成28年 7月 1日
     047-325-7130  (047-325-7131) （在調）第592号           平成29年 7月 1日
     （か薬）第725号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2199号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16102743854  レモン薬局市川店 〒272-0034 （調基１）第1430号        平成28年 4月 1日
     市川市市川１－１２－２３ （か薬）第748号           平成29年 4月 1日
     047-322-4446  (047-322-4447) （在薬）第2200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  174

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 16112743862  ＡＢＣ薬局国府台店 〒272-0827 （調基１）第1428号        平成28年 4月 1日
     市川市国府台３－１－２７ （調）第291号             平成28年 5月 1日
     047-373-4441  (047-373-4440) （後発調１）第1855号      平成28年 4月 1日
     （在調）第304号           平成26年10月 1日
     （か薬）第583号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2201号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16122743870  島薬局 〒272-0023 （調基１）第1009号        平成28年 4月 1日
     市川市南八幡５－１１－１３
     047-370-7600  (047-370-7600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16132743888  石田薬局 〒272-0035 （調基１）第1053号        平成28年 4月 1日
     市川市新田３－２３－１５ （調）第298号             平成28年 4月 1日
     047-376-4793  (047-378-7893) （後発調１）第1838号      平成28年 4月 1日
     （在調）第261号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第518号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2224号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16142743912  あいケア薬局鬼高店 〒272-0015 （調基１）第1181号        平成28年 4月 1日
     市川市鬼高１－７－６ （調）第45号              平成28年 4月 1日
     047-379-2021  (047-379-2022) （後発調２）第1339号      平成28年 4月 1日
     （在調）第305号           平成26年10月 1日
     （か薬）第113号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2267号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16152743920  サイコウ薬局本八幡店〒272-0023 （調基１）第112号         平成28年 4月 1日
     市川市南八幡４－７－８
     047-329-2375  (047-329-2377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16162743938  ヘルシーランドヤスイ〒272-0134 （調基１）第1657号        平成28年 4月 1日
     薬局 市川市入船１２－２３ （調）第258号             平成28年 4月 1日
     047-399-7337  (047-399-7358) （後発調１）第1914号      平成28年 4月 1日
     （在調）第502号           平成28年 9月 1日
     （か薬）第519号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2272号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16172743946  株式会社アーガス　み〒272-0023 （調基１）第1044号        平成28年 4月 1日
     なみ薬局 市川市南八幡４－８－１４加登屋 （在薬）第2284号          平成26年 9月30日
     ビル１Ｆ
     047-300-9914  (047-300-9911)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16182743953  調剤薬局マツモトキヨ〒272-0023 （調基１）第986号         平成28年 4月 1日
     シ　南八幡５丁目店 市川市南八幡５－１０－４ （調）第430号             平成28年12月 1日
     047-300-8330  (047-300-8330) （後発調２）第1799号      平成28年12月 1日
     （か薬）第881号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2557号          平成28年 8月 3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  175

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 16192743961  サンドラッグ加藤新田〒272-0124 （調基１）第1783号        平成28年 4月 1日
     薬局 市川市加藤新田２０２－１７ （後発調２）第1471号      平成28年 5月 1日
     047-701-0183  (047-701-0184) （か薬）第970号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第2359号          平成27年 3月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16202743979  まこ薬局 〒272-0103 （調基１）第989号         平成28年 4月 1日
     市川市本行徳５５２５－４ （後発調１）第1788号      平成28年 4月 1日
     047-316-0776  （か薬）第666号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2360号          平成27年 3月 9日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16212743987  ミヤザキ薬局 〒272-0103 （調基１）第383号         平成28年 4月 1日
     市川市本行徳１４－１９
     047-357-0675  (047-357-0675)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16222743995  コアラ薬局 〒272-0034 （調基１）第393号         平成28年 4月 1日
     市川市市川１－１０－２
     047-323-1193  (047-323-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16232744001  あいケア薬局 〒272-0134 （調基１）第1167号        平成28年 4月 1日
     市川市入船１４－８ （調）第44号              平成28年 4月 1日
     047-395-3175  (047-395-3176) （後発調１）第1894号      平成28年 4月 1日
     （在調）第371号           平成27年 7月 1日
     （か薬）第112号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2398号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16242744019  さくら薬局　市川駅北〒272-0034 （調基１）第337号         平成28年 4月 1日
     口店 市川市市川１－４－１０市川ビル （調）第451号             平成29年 3月 1日
     ９Ｆ （在調）第608号           平成29年 8月 1日
     047-323-6900  (047-323-6901) （か薬）第609号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2402号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16252744027  いずみ薬局行徳店 〒272-0133 （調基１）第49号          平成28年 4月 1日
     市川市行徳駅前２－８－５ （後発調１）第1541号      平成28年 4月 1日
     047-316-0053  (047-316-0058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16262744035  トレニア薬局　市川東〒272-0001 （調基３）第180号         平成29年 4月 1日
     店 市川市二俣２－１４－１メディッ （後発調１）第1848号      平成28年 4月 1日
     クスビル１階 （在調）第642号           平成29年12月 1日
     047-318-8827  (047-318-8828) （か薬）第1162号          平成29年12月 1日
     （在薬）第2431号          平成27年10月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16272744043  アイン薬局　国府台店〒272-0827 （調基特１）第7号         平成30年 1月 1日
     市川市国府台３－１－２９ （調）第590号             平成30年 1月 1日
     047-703-7856  (047-703-7857) （後発調２）第1845号      平成29年 2月 1日
     （在調）第413号           平成27年11月 1日
     （か薬）第482号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2465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  176

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 16282744050  国府台調剤薬局 〒272-0827 （調基３）第40号          平成28年 4月 1日
     市川市国府台３－１－２９ （後発調２）第1793号      平成28年12月 1日
     047-711-5811  (047-711-5812) （在調）第419号           平成28年 1月 1日
     （か薬）第471号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2463号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16292744068  本八幡セントラル薬局〒272-0021 （調基１）第1665号        平成28年 4月 1日
     市川市八幡３－３－３ターミナル （後発調２）第1426号      平成28年 4月 1日
     シティ本八幡　アイビス地下１階
     Ｂ１－Ｄ
     047-323-8989  (047-343-8988)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16302744076  ハート調剤薬局　市川〒272-0025 （調基１）第1988号        平成28年 6月 1日
     店 市川市大和田２－２１－３０ （後発調２）第1821号      平成29年 1月 1日
     047-702-5601  (047-702-5602) （在薬）第2519号          平成28年 4月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16312744084  アスター薬局市川店 〒272-0804 （調基１）第25号          平成28年 4月 1日
     市川市南大野２－１－２８ （後発調２）第1584号      平成28年 7月 1日
     047-710-8716  (047-710-8726) （か薬）第1099号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16322744092  サトミ薬局 〒272-0827 （調基１）第1431号        平成28年 4月 1日
     市川市国府台３－１－２５ （後発調１）第2516号      平成28年11月 1日
     047-372-9770  (047-374-2610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16332744100  鈴薬局市川店 〒272-0034 （調基１）第1589号        平成28年 4月 1日
     市川市市川１－４－１０　１１階 （後発調２）第1623号      平成28年 8月 1日
     047-712-8341  (047-712-8342) （か薬）第1059号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16342744126  さくらんぼ薬局　市川〒272-0033 （調基１）第1999号        平成28年 7月 3日
     南店 市川市市川南１－１０－１Ｉ－ｌ （後発調１）第2876号      平成29年12月 1日
     ｉｎｋタウンいちかわザ・タワー （か薬）第701号           平成29年 4月 1日
     ズウエスト２１７ （在薬）第2543号          平成28年 7月 3日
     047-704-8949  (047-704-8942)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16352744134  イオン薬局市川妙典店〒272-0111 （調基１）第2122号        平成29年 4月 1日
     市川市妙典５－３－１ （後発調２）第2175号      平成30年 1月 1日
     047-321-6280  (047-321-6281) （か薬）第1186号          平成29年12月 1日
     （在薬）第2650号          平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16362744142  あけぼの薬局　南行徳〒272-0143 （調基１）第2142号        平成29年 4月 1日
     店 市川市相之川４－５－８南行徳メ （後発調２）第2016号      平成29年 8月 1日
     ディカルスクエア１階 （か薬）第1150号          平成29年11月 1日
     047-307-1189  (047-307-1190) （在薬）第2688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

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  177

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 16372744159  有限会社西川永生堂ら〒272-0033 （調基１）第2171号        平成29年 6月 1日
     いふけあ薬局 市川市市川南１－８－６１階１０ （調）第506号             平成29年 6月 1日
     ２号室 （在調）第588号           平成29年 6月 1日
     047-314-8912  (047-314-8913) （か薬）第1015号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第2715号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16382744167  有限会社島崎薬局 〒272-0021 （調基１）第2170号        平成29年 5月 1日
     市川市八幡１－２－２ （調）第505号             平成29年 5月 1日
     047-334-0063  (047-334-0134) （後発調１）第2704号      平成29年 5月 1日
     （在調）第587号           平成29年 5月 1日
     （か薬）第1014号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第2714号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16392744175  キリン堂薬局　国府台〒272-0827 （調基１）第2196号        平成29年 7月 1日
     店 市川市国府台３－１－２８－１階 （か薬）第1229号          平成30年 2月 1日
     、２階 （在薬）第2731号          平成29年 7月 1日
     047-375-6015  (047-375-6016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16402744183  押切薬局 〒272-0107 （調基１）第2186号        平成29年 6月 1日
     市川市押切１９－７ （後発調２）第2285号      平成30年 3月 1日
     047-357-6155  (047-318-3205) （か薬）第1196号          平成29年12月 1日
     （在薬）第2726号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16412744191  ウエルシア薬局南行徳〒272-0138 （調基１）第2188号        平成29年 6月12日
     店 市川市南行徳４－３－１７ （後発調２）第2001号      平成29年 8月 1日
     047-701-1500  (047-701-1501) （在薬）第2728号          平成29年 6月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16422744209  日本調剤　本八幡北口〒272-0021 （調基１）第2199号        平成29年 7月18日
     薬局 市川市八幡２－１５－１５本八幡 （調）第543号             平成29年 7月18日
     駅北口ビル１階 （後発調２）第2009号      平成29年 7月18日
     047-302-3981  (047-302-3982) （在調）第605号           平成29年 7月18日
     （か薬）第1093号          平成29年 7月18日
     （在薬）第2741号          平成29年 7月18日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16432744217  ＳＦＣ薬局平田店 〒272-0031 （調基１）第2200号        平成29年 7月 1日
     市川市平田４－３－６ （在調）第606号           平成29年 7月 1日
     047-393-3739  (047-393-3756) （在薬）第2742号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16442744225  クスリのヒグチ薬局行〒272-0133 （調基１）第2217号        平成29年 9月 1日
     徳店 市川市行徳駅前４－２２－１ （後発調２）第2147号      平成29年12月 1日
     047-396-0201  (047-396-0202) （在薬）第2755号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16452744233  南山堂薬局本八幡駅前〒272-0023 （調基１）第2237号        平成29年10月 1日
     店 市川市南八幡４－４－２６グラン （後発調２）第2290号      平成30年 3月 1日
     デヒロ本八幡１階 （在薬）第2799号          平成29年10月 1日
     047-711-0551  (047-711-0552)



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  178

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 16462744241  なのはな薬局 〒272-0138 （調基１）第2249号        平成29年11月 1日
     市川市南行徳１－１８－６第一大
     幸ビル
     047-325-9055  (047-325-9055)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16472744258  ファーマライズ薬局　〒272-0023 （調基１）第2244号        平成29年11月 1日
     本八幡店 市川市南八幡４－７－１３ （後発調２）第2227号      平成30年 2月 1日
     047-314-0160  (047-314-0161) （在薬）第2807号          平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16482744266  ドラッグセイムス　南〒272-0138 （調基１）第2265号        平成29年12月 1日
     行徳薬局 市川市南行徳１－１５－８エレガ （後発調２）第2295号      平成30年 3月 1日
     ントプラザ１階 （在薬）第2827号          平成29年12月 1日
     047-390-1256  (047-390-1257)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16492744274  スギ薬局　行徳店 〒272-0133 （調基１）第2278号        平成30年 1月 1日
     市川市行徳駅前１－３－８タウン （在薬）第2835号          平成30年 1月 1日
     コート丸義１階
     047-329-2130  (047-329-2131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16502800142  真下薬局 〒273-0021
     船橋市海神１－１４－１６
     047-431-2483  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16512800456  越川薬局 〒274-0065
     船橋市高根台７‐２‐４
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16522800613  ユニファーマシー 〒274-0825 （調基１）第1624号        平成28年 4月 1日
     船橋市前原西２‐３‐１３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16532810059  株式会社　右島薬局 〒273-0005
     船橋市本町４－３６－１９
     047-422-3238  (047-422-6665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16542810091  合資会社　川奈部薬局〒273-0003 （調基１）第388号         平成28年 4月 1日
     船橋市宮本６－２７－９ （か薬）第756号           平成28年 9月 1日
     047-423-2008  (047-423-2009) （在薬）第1210号          平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16552810174  有限会社　太田薬局 〒273-0005 （調基１）第1991号        平成28年 4月 1日
     船橋市本町４－４１－６
     047-422-5313  (047-422-5313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16562810315  有限会社　ひかり薬局〒274-0805 （調基１）第1466号        平成28年 4月 1日
     船橋市二和東６‐１６‐１９ （後発調１）第1867号      平成28年 4月 1日
     0474-47-0220  (047-447-5123) （在薬）第356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  179

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 16572810331  有限会社　海神薬局 〒273-0021 （調基１）第250号         平成28年 4月 1日
     船橋市海神５‐２‐１７ （後発調１）第1466号      平成28年 4月 1日
     0474-31-2480  （在薬）第223号           平成11年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16582840072  有限会社　ふじい薬局〒274-0815
     船橋市西習志野３‐２６‐８
     0474-67-1133  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16592840387  有限会社ヤマシン薬局〒274-0825 （調基２）第31号          平成28年 4月 1日
     　ヤマシン薬局 船橋市前原西２－１４－８　津田 （後発調２）第1980号      平成29年 7月 1日
     沼パスタ４階
     047-479-5581  (047-489-1181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16602840403  三田浜薬局 〒273-0005
     船橋市本町２‐２５‐１７
     0474-31-3169  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16612840528  サニー薬局 〒274-0072 （調基１）第1254号        平成28年 4月 1日
     船橋市三山８‐２‐１ （在薬）第2484号          平成28年 3月 1日
     0474-77-1732  (047-493-0841)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16622840619  薬局くすりの福太郎　〒274-0805 （調基１）第1387号        平成28年 4月 1日
     三咲店 船橋市二和東６‐４４‐５ （後発調２）第1945号      平成29年 5月 1日
     047-490-7056  （在薬）第1231号          平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16632840643  有限会社新薬堂薬局 〒273-0035 （調基１）第1460号        平成28年 4月 1日
     船橋市本中山２－１５－１２ （調）第214号             平成28年 4月 1日
     047-334-2407  (047-334-2429) （在調）第439号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第443号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1927号          平成24年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16642840650  西船薬局 〒273-0032 （調基１）第1663号        平成28年 4月 1日
     船橋市葛飾町２－３４９－３
     047-431-9500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16652840700  マキノ薬局　北習志野〒274-0063 （調基１）第447号         平成28年 4月 1日
     店 船橋市習志野台２‐４９‐５
     0474-62-5457  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16662840718  シオン薬局 〒274-0825 （調基１）第1944号        平成28年 4月 1日
     船橋市前原西２‐１３‐２ （後発調１）第2171号      平成28年 4月 1日
     0474-79-2011  (047-479-1758) （在薬）第837号           平成16年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16672840742  薬局くすりの福太郎　〒274-0814 （調基１）第1386号        平成28年 4月 1日
     新高根店 船橋市新高根６－３８－８ （在薬）第1237号          平成19年 1月 1日
     0474-69-2117  



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  180

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 16682840791  東邦堂薬局 〒273-0048 （調基１）第1956号        平成28年 4月 1日
     船橋市丸山３‐１５‐５ （後発調２）第1167号      平成28年 4月 1日
     0474-30-0842  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16692840924  原木中山太陽堂薬局 〒273-0035 （調基１）第1238号        平成28年 4月 1日
     船橋市本中山７‐５‐１　ガーデ （調）第343号             平成28年 7月 1日
     ンヒルズ原木１１１ （在調）第353号           平成27年 5月 1日
     047-336-9384  （か薬）第692号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第880号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16702841450  健康堂薬局 〒273-0004 （調基１）第215号         平成28年 4月 1日
     船橋市南本町５－４
     0474-34-9970  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16712841484  大山薬局 〒273-0005 （調基１）第1245号        平成28年 4月 1日
     船橋市本町３－３－８エバーグリ （後発調１）第1999号      平成28年 4月 1日
     ーンパレス船橋本町１Ｆ （在調）第142号           平成24年 4月 1日
     047-424-5050  (047-424-5050) （在薬）第83号            平成 8年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16722841625  ミタ薬局 〒273-0035 （調基１）第39号          平成28年 4月 1日
     船橋市本中山３－７－１９
     047-335-4237  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16732841633  有限会社　藤原薬局　〒273-0047
     藤原薬局 船橋市藤原２－３－５
     047-339-5947  (047-339-5947)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16742841641  ミヤマ薬局 〒273-0005 （調基１）第1246号        平成28年 4月 1日
     船橋市本町６－７－１ＡＮパーク （調）第75号              平成28年 4月 1日
     ビル１Ｆ （在調）第144号           平成26年 4月 1日
     047-424-2824  (047-424-3228) （か薬）第227号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第98号            平成 9年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16752841690  株式会社健栄　コスモ〒273-0002 （調基１）第1858号        平成28年 4月 1日
     ス薬局　東船橋店 船橋市東船橋３－３３－６ （調）第35号              平成28年 4月 1日
     047-424-6731  (047-424-6732) （後発調１）第2152号      平成28年 4月 1日
     （在調）第424号           平成28年 2月 1日
     （か薬）第80号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第691号           平成14年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16762841757  斉光薬局　馬込沢店 〒273-0047 （調基１）第258号         平成28年 4月 1日
     船橋市藤原７－２－２レランドシ （後発調２）第1915号      平成29年 4月 1日
     ョッピングセンター内
     0474-39-8916  (0474-39-8916)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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  181

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 16772841831  くすり堂薬局 〒274-0818 （調基１）第153号         平成28年 4月 1日
     船橋市緑台２－６－２－１０４ （在薬）第2506号          平成28年 4月 1日
     0474-90-7005  (047-490-7006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16782841864  青木薬局 〒274-0815 （調基１）第373号         平成28年 4月 1日
     船橋市西習志野２－４－１ （調）第176号             平成28年 4月 1日
     047-466-6068  (047-461-9140) （か薬）第368号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1299号          平成19年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16792841914  オレンジ薬局　津田沼〒274-0825 （調基１）第1947号        平成28年 4月 1日
     店 船橋市前原西２－３３－１０ （調）第247号             平成28年 4月 1日
     047-470-4193  (047-470-4560) （後発調１）第1487号      平成28年 4月 1日
     （薬菌）第51号            平成24年 4月 1日
     （在調）第9号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第290号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第324号           平成11年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16802841922  ライオン薬局　はざま〒274-0822 （調基１）第1256号        平成28年 4月 1日
     店 船橋市飯山満町１－８３６－５ （調）第51号              平成28年 4月 1日
     047-422-9588  (047-422-9587) （在調）第432号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第126号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第614号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16812841930  マキノ薬局　西船店 〒273-0031 （調基１）第71号          平成28年 4月 1日
     船橋市西船５－２６－２５ （後発調２）第1142号      平成28年 4月 1日
     047-302-8727  (047-302-8728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16822841948  サンリツ薬局　本中山〒273-0035 （調基１）第906号         平成28年 4月 1日
     店 船橋市本中山３－１１－３トリア （調）第119号             平成28年 4月 1日
     ード中山１０１号室 （か薬）第158号           平成28年 4月 1日
     047-332-5167  (047-332-5168) （在薬）第1083号          平成18年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16832841989  みずほ薬局　前原店 〒274-0824 （調基１）第1897号        平成28年 4月 1日
     船橋市前原東６－２１－１３ （後発調１）第2210号      平成28年 5月 1日
     047-474-7017  (047-474-7076) （在薬）第2350号          平成27年 2月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16842842029  有限会社　クロケット〒274-0822 （調基１）第915号         平成28年 4月 1日
     　はさま薬局 船橋市飯山満町２－５１１－１４ （後発調２）第1969号      平成29年 6月 1日
     047-496-7750  (047-496-7760)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16852842045  薬局マツモトキヨシ　〒274-0816 （調基１）第963号         平成28年 4月 1日
     船橋芝山店 船橋市芝山３－６－１ （後発調２）第2141号      平成29年12月 1日
     047-496-7741  (047-496-7741) （か薬）第1074号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第2560号          平成28年 8月 5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  182

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 16862842078  有限会社みつこし薬局〒273-0011 （調基１）第1816号        平成28年 4月 1日
     　有限会社みつこし薬船橋市湊町３－３－１５ （後発調１）第2809号      平成29年10月 1日
     局　船橋店 047-435-4696  (047-435-4697) （在薬）第535号           平成12年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16872842086  有限会社エス・ティ・〒274-0815 （調基１）第796号         平成28年 4月 1日
     ファーマシー　さくら船橋市西習志野１－９－２９
     薬局 047-465-3821  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16882842094  薬局マツモトキヨシ　〒273-0047 （調基１）第972号         平成28年 4月 1日
     船橋法典駅前店 船橋市藤原１－２７－３ （調）第394号             平成28年10月 1日
     047-337-3385  (047-337-3385) （後発調２）第2213号      平成30年 2月 1日
     （か薬）第784号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2559号          平成28年 8月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16892842128  有限会社ダルマ薬局　〒274-0805 （調基１）第1133号        平成28年 4月 1日
     二和ダルマ薬局 船橋市二和東６－２４－１０
     047-440-5677  (047-440-5671)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16902842144  有限会社サンブライト〒274-0801 （調基２）第102号         平成28年 4月 1日
     　わかば薬局　船橋 船橋市高野台５－３０－２ （後発調１）第1931号      平成28年 4月 1日
     047-490-7102  (047-490-7103) （在薬）第2164号          平成26年 1月30日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16912842151  株式会社くすりの福太〒273-0002 （調基１）第1377号        平成28年 4月 1日
     郎　薬局くすりの福太船橋市東船橋１－３８－１ （在薬）第1233号          平成19年 1月 1日
     郎　東船橋店 047-460-7730  (047-460-7730)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16922842177  株式会社ウィーズ　サ〒274-0068 （調基１）第1180号        平成28年 4月 1日
     ンリツ薬局　大穴店 船橋市大穴北８－２－３１ （調）第195号             平成28年 4月 1日
     047-490-0808  (047-490-0900) （か薬）第395号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1084号          平成18年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16932842185  ウエルシア船橋咲が丘〒274-0807 （調基１）第661号         平成28年 4月 1日
     薬局 船橋市咲が丘４－１－１ （調）第572号             平成29年11月 1日
     047-407-8055  (047-407-8066) （後発調１）第1618号      平成28年 4月 1日
     （か薬）第1144号          平成29年11月 1日
     （在薬）第1118号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16942842201  有限会社順心堂　順心〒274-0077 （調基１）第1611号        平成28年 4月 1日
     堂薬局 船橋市薬円台６－１４－３５ （後発調２）第1469号      平成28年 5月 1日
     047-461-4193  (047-461-4199) （在薬）第679号           平成14年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16952842235  有限会社千葉七福　サ〒273-0005 （調基１）第313号         平成28年 4月 1日
     ン薬局　船橋店 船橋市本町１－２０－３５－２０ （後発調１）第1492号      平成28年 4月 1日
     ５ （か薬）第270号           平成28年 4月 1日
     047-495-6679  (047-495-6679) （在薬）第935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  183

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 16962842268  あすなろ薬局 〒274-0063 （調基１）第1875号        平成28年 4月 1日
     船橋市習志野台４－１５－９ （後発調１）第2147号      平成28年 4月 1日
     047-465-4777  (047-465-4848) （か薬）第531号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第591号           平成13年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16972842284  株式会社くすりの福太〒273-0866 （調基１）第1376号        平成28年 4月 1日
     郎　薬局くすりの福太船橋市夏見台１－１８－７ （在薬）第1236号          平成19年 1月 1日
     郎　夏見台店 047-490-8829  (047-490-8839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16982842318  すみれ薬局 〒274-0814 （調基１）第379号         平成28年 4月 1日
     船橋市新高根４－６－８
     047-402-9492  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16992842359  有限会社中山薬局　中〒273-0035 （調基１）第1667号        平成28年 4月 1日
     山薬局 船橋市本中山３－２１－５ （後発調２）第1922号      平成29年 4月 1日
     047-336-2911  (047-336-2911) （か薬）第995号           平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17002842367  株式会社ドイ薬局　ド〒274-0065 （調基１）第782号         平成28年 4月 1日
     イ薬局　アネックス 船橋市高根台１－２－Ｐ－１１５ （調）第101号             平成28年 4月 1日
     047-468-7776  (047-468-7775) （後発調１）第1805号      平成28年 4月 1日
     （薬菌）第110号           平成27年 2月 1日
     （在調）第150号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第302号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1161号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17012842383  ミヤマ薬局　駅前店 〒273-0005 （調基１）第1244号        平成28年 4月 1日
     船橋市本町６－２－１９日光屋ビ （在調）第143号           平成26年 4月 1日
     ル （在薬）第845号           平成16年 3月 1日
     047-460-6651  (047-460-6672)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17022842409  株式会社カネマタ　カ〒273-0021 （調基１）第830号         平成28年 4月 1日
     ネマタ薬局　中央店 船橋市海神６－１１－１９ （調）第130号             平成28年 4月 1日
     047-431-3037  (047-434-0998) （後発調１）第1700号      平成28年 4月 1日
     （薬菌）第1号             平成15年 6月 1日
     （在調）第46号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第101号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第684号           平成14年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17032842433  株式会社ドイ薬局　株〒274-0063 （調基１）第1811号        平成28年 4月 1日
     式会社ドイ薬局 船橋市習志野台４－３１－１７ （後発調２）第2005号      平成29年 8月 1日
     047-464-5348  (047-461-5100) （在薬）第2351号          平成27年 2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  184

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 17042842482  株式会社カネマタ　カ〒273-0005 （調基１）第939号         平成28年 4月 1日
     ネマタ薬局　船橋北口船橋市本町６－１－７ （調）第128号             平成28年 4月 1日
     店 047-422-8585  (047-422-4936) （後発調１）第2261号      平成28年 6月 1日
     （薬菌）第2号             平成15年10月 1日
     （在調）第48号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第100号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第725号           平成14年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17052842490  株式会社くすりの福太〒273-0031 （調基１）第1369号        平成28年 4月 1日
     郎　薬局くすりの福太船橋市西船２－２８－１ （後発調１）第2333号      平成28年 7月 1日
     郎　行田店 047-420-0237  (047-420-0237) （在薬）第1248号          平成19年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17062842565  有限会社あおば薬局　〒274-0077 （調基１）第1217号        平成28年 4月 1日
     あおば薬局 船橋市薬円台４－１３－１１エス （後発調１）第1929号      平成28年 4月 1日
     テート薬円台１０２ （か薬）第479号           平成28年 4月 1日
     047-469-0341  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17072842599  株式会社　マリン　み〒274-0065 （調基１）第14号          平成28年 4月 1日
     ずほ薬局 船橋市高根台６－２７－３ （在薬）第1926号          平成24年 5月 1日
     047-461-3233  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17082842623  有限会社　マイファー〒274-0063 （調基１）第1502号        平成28年 4月 1日
     マシー　薬ヒグチ北習船橋市習志野台２－４９－１５ （調）第219号             平成28年 4月 1日
     志野薬局 047-465-5228  （か薬）第449号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第799号           平成15年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17092842656  有限会社　市原薬局　〒273-0005 （調基１）第811号         平成28年 4月 1日
     駅前店 船橋市本町４－５－２１
     047-423-6348  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17102842664  有限会社　市原薬局　〒273-0012 （調基１）第524号         平成28年 4月 1日
     浜町店 船橋市浜町１－１６－１１ （後発調１）第1610号      平成28年 4月 1日
     047-431-8564  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17112842698  サイコウ薬局 〒273-0035 （調基１）第282号         平成28年 4月 1日
     船橋市本中山４－２２－１０ （調）第268号             平成28年 4月 1日
     047-335-9894  (047-335-9896) （か薬）第541号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2340号          平成27年 1月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17122842714  ヤックスドラッグ船橋〒274-0815 （調基１）第1102号        平成28年 4月 1日
     習志野薬局 船橋市西習志野４－２０－１０ （か薬）第1215号          平成30年 1月 1日
     047-496-2101  （在薬）第2638号          平成28年11月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17132842722  薬局くすりの福太郎　〒273-0021 （調基１）第1365号        平成28年 4月 1日
     海神店 船橋市海神６－１４－１０ （後発調１）第2481号      平成28年10月 1日
     047-420-0570  （在薬）第1246号          平成19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  185

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 17142842730  西習志野薬局 〒274-0815 （調基１）第446号         平成28年 4月 1日
     船橋市西習志野３－２５－１ （後発調１）第1546号      平成28年 4月 1日
     047-461-0323  （在調）第306号           平成26年10月 1日
     （在薬）第1042号          平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17152842748  ウエルシア薬局　習志〒274-0063 （調基１）第671号         平成28年 4月 1日
     野台５丁目店 船橋市習志野台５－４０－３６ （後発調１）第2577号      平成29年 1月 1日
     047-496-6977  (047-496-6973) （在薬）第1949号          平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17162842755  プレグランドファーマ〒274-0825 （調基１）第1666号        平成28年 4月 1日
     シー 船橋市前原西６－１－２２　Ｂ－
     ３
     047-472-2743  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17172842771  コスモス薬局 〒274-0825 （調基１）第1617号        平成28年 4月 1日
     船橋市前原西６－１－２４ （後発調１）第2342号      平成28年 7月 1日
     0474-74-3943  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17182842813  薬局くすりの福太郎　〒273-0001 （調基１）第1362号        平成28年 4月 1日
     船橋市場通り店 船橋市市場４－２１－１１ （在薬）第1232号          平成19年 1月 1日
     047-460-5529  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17192842847  有限会社薬園堂薬局 〒274-0077 （調基１）第1925号        平成28年 4月 1日
     船橋市薬円台６－１－１ （後発調１）第1987号      平成28年 4月 1日
     047-467-1375  (047-467-1333) （か薬）第1205号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第1135号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17202842862  薬局くすりの福太郎　〒273-0046 （調基１）第1361号        平成28年 4月 1日
     船橋法典店 船橋市上山町１－１２８－１ （後発調１）第2530号      平成28年11月 1日
     047-303-6331  （在薬）第1255号          平成19年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17212842896  薬局くすりの福太郎　〒274-0053 （調基１）第1360号        平成28年 4月 1日
     豊富店 船橋市豊富町６９４－７ （後発調２）第1430号      平成28年 4月 1日
     047-407-6629  (047-407-6630) （在薬）第2766号          平成29年 9月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17222842912  薬局くすりの福太郎　〒273-0005 （調基１）第1359号        平成28年 4月 1日
     船橋ＦＡＣＥ店 船橋市本町１－３－１　船橋ＦＡ （後発調１）第2942号      平成30年 3月 1日
     ＣＥ１１２号 （在薬）第1250号          平成19年 2月 1日
     047-460-8312  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17232843068  日本メディカルシステ〒274-0807 （調基１）第934号         平成28年 4月 1日
     ム株式会社　薬局メデ船橋市咲が丘３－２５－３　１Ｆ （調）第333号             平成28年 6月 1日
     ィクス 047-440-5170  (047-440-5160) （後発調２）第1560号      平成28年 7月 1日
     （在調）第255号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第667号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1395号          平成20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  186

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 17242843084  株式会社富士薬品　ド〒274-0805 （調基１）第1446号        平成28年 4月 1日
     ラッグセイムス二和向船橋市二和東６－１２－２ （後発調１）第1817号      平成28年 4月 1日
     台薬局 047-447-8787  (047-440-7020) （か薬）第821号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1617号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17252843092  ウエルシア薬局　船橋〒274-0073 （調基１）第683号         平成28年 4月 1日
     田喜野井店 船橋市田喜野井６－２３－２ （後発調１）第1624号      平成28年 4月 1日
     047-456-6566  (047-456-6567) （在薬）第1483号          平成20年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17262843100  シナモン・アンド・カ〒274-0824 （調基１）第301号         平成28年 4月 1日
     ンパニー合同会社　す船橋市前原東５－１３－４ （後発調２）第1650号      平成28年 9月 1日
     ばる薬局 047-493-3355  (047-493-3910) （在薬）第1377号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17272843134  株式会社東洋ユニティ〒274-0824 （調基１）第742号         平成28年 4月 1日
     　ことぶき薬局　新津船橋市前原東１－９－１　前原コ （調）第375号             平成28年 9月 1日
     田沼店 ーポ１階 （後発調１）第1704号      平成28年 4月 1日
     047-403-0045  (047-403-0046) （か薬）第760号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2005号          平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17282843142  株式会社東洋ユニティ〒274-0825 （調基１）第739号         平成28年 4月 1日
     　ことぶき薬局　津田船橋市前原西２－９－１０ （後発調１）第2879号      平成29年12月 1日
     沼店 047-473-2305  (047-473-2306) （在薬）第1761号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17292843167  株式会社マキノコーポ〒274-0063 （調基１）第68号          平成28年 4月 1日
     レーション　たんぽぽ船橋市習志野台２－３４－４ （後発調２）第1143号      平成28年 4月 1日
     薬局 047-464-7868  (047-464-7990)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17302843175  株式会社フクシメディ〒274-0060 （調基１）第755号         平成28年 4月 1日
     カル　フクシ学園薬局船橋市坪井東２－１３－２９ （調）第465号             平成29年 4月 1日
     047-490-2950  (047-490-2951) （後発調１）第1709号      平成28年 4月 1日
     （か薬）第656号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2089号          平成25年 8月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17312843191  クオール薬局　船橋店〒273-0005 （調基２）第17号          平成28年 4月 1日
     船橋市本町２－２４－１０ （後発調１）第2533号      平成28年11月 1日
     047-433-3955  (047-433-3992) （在調）第232号           平成26年 3月 1日
     （か薬）第213号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1318号          平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17322843209  いちご薬局 〒274-0077 （調基１）第485号         平成28年 4月 1日
     船橋市薬円台６－３－６ （後発調２）第2238号      平成30年 2月 1日
     047-489-1593  (047-489-1594) （か薬）第171号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1584号          平成21年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17332843217  ウエルシア薬局　船橋〒274-0063 （調基１）第688号         平成28年 4月 1日
     習志野台店 船橋市習志野台２－１４－１７ （後発調１）第1627号      平成28年 4月 1日
     047-490-1061  (047-490-1062) （在薬）第1950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  187

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 17342843241  株式会社薬栄　滝不動〒274-0813 （調基１）第192号         平成28年 4月 1日
     プラザ薬局 船橋市南三咲４－１３－１０ （調）第95号              平成28年 4月 1日
     047-448-1780  (047-448-1790) （後発調１）第2559号      平成28年12月 1日
     （在調）第107号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第177号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1334号          平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17352843274  株式会社くすりの福太〒274-0060 （調基１）第1354号        平成28年 4月 1日
     郎　薬局くすりの福太船橋市坪井東３－９－３ （在薬）第2770号          平成29年 9月11日
     郎　船橋日大前店 047-410-8129  (047-410-8129)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17362843282  ウエルシア薬局　船橋〒274-0825 （調基１）第691号         平成28年 4月 1日
     前原駅前店 船橋市前原西８－１－１ （後発調１）第1630号      平成28年 4月 1日
     047-490-1777  (047-490-1776) （在薬）第1951号          平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17372843290  Ａ．Ｓ．Ｏ．調剤薬局〒274-0825 （調基２）第123号         平成29年 4月 1日
     株式会社　前原グリー船橋市前原西６－１－２２ （後発調２）第1173号      平成28年 4月 1日
     ン薬局 047-402-4128  (047-402-4129) （か薬）第800号           平成28年11月 1日
     （在薬）第1528号          平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17382843324  株式会社コクミン　コ〒273-0005 （調基１）第1742号        平成28年 4月 1日
     クミン薬局　船橋フェ船橋市本町１－３－１　船橋フェ （後発調１）第2767号      平成29年 8月 1日
     イス店 イスビル２階 （か薬）第1212号          平成30年 1月 1日
     047-460-8008  (047-460-0593) （在薬）第2414号          平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17392843332  有限会社ユアケー　ア〒274-0063 （調基１）第81号          平成28年 4月 1日
     サヒ薬局　習志野台店船橋市習志野台８－４６－１３ （後発調２）第1891号      平成29年 4月 1日
     047-466-1353  (047-466-1353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17402843340  株式会社プライム　な〒274-0063 （調基１）第1231号        平成28年 4月 1日
     らしの台薬局 船橋市習志野台１－１８－６　満 （後発調１）第2717号      平成29年 6月 1日
     ビル１０１ （在薬）第1605号          平成22年 3月 1日
     047-461-2900  (047-461-3126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17412843381  株式会社本木薬局　ス〒274-0825 （調基１）第1462号        平成28年 4月 1日
     テラ薬局 船橋市前原西２－７－６ （後発調２）第2060号      平成29年10月 1日
     047-471-7411  (047-471-7471) （在調）第64号            平成24年 4月 1日
     （在薬）第1477号          平成20年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17422843399  株式会社スギ薬局　ス〒274-0824 （調基１）第1758号        平成28年 4月 1日
     ギ薬局　津田沼店 船橋市前原東２－２３－１ （調）第7号               平成28年 4月 1日
     047-403-3921  (047-477-3955) （後発調２）第1822号      平成29年 1月 1日
     （在調）第254号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第65号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第1469号          平成20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  188

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 17432843407  株式会社スギ薬局　ス〒273-0032 （調基１）第1759号        平成28年 4月 1日
     ギ薬局　西船橋駅前店船橋市葛飾町２－３５１ （調）第8号               平成28年 4月 1日
     047-420-1521  (047-432-9701) （後発調１）第2638号      平成29年 3月 1日
     （在調）第278号           平成26年 7月 1日
     （か薬）第64号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第1468号          平成20年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17442843415  イオンリテール株式会〒274-8558 （調基１）第2123号        平成29年 4月 1日
     社　イオン薬局　高根船橋市習志野台１－１－３ （後発調１）第2800号      平成29年 9月 1日
     木戸店 047-464-7887  (047-464-9926) （か薬）第1180号          平成29年12月 1日
     （在薬）第2104号          平成25年 8月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17452843456  株式会社ウィーズ　薬〒274-0063 （調基１）第1052号        平成28年 4月 1日
     局おくすり本舗北習志船橋市習志野台２－１－６ （調）第185号             平成28年 4月 1日
     野店 047-464-3097  (047-464-3098) （か薬）第385号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1499号          平成21年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17462843464  株式会社アシスト　そ〒273-0036 （調基１）第1381号        平成28年 4月 1日
     よかぜ薬局　東中山店船橋市東中山１－１８－９ （調）第137号             平成28年 4月 1日
     047-302-2300  (047-302-2301) （後発調２）第1355号      平成28年 4月 1日
     （薬菌）第147号           平成28年 8月 1日
     （在調）第620号           平成29年10月 1日
     （か薬）第311号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1760号          平成23年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17472843472  有限会社　友栄商事　〒274-0065 （調基１）第69号          平成28年 4月 1日
     アップル薬局 船橋市高根台６－２－２２ＳＸビ （後発調１）第1418号      平成28年 4月 1日
     ル１０１ （在薬）第1516号          平成21年 5月 1日
     047-456-6031  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17482843480  ウエルシア薬局船橋二〒273-0034 （調基１）第608号         平成28年 4月 1日
     子店 船橋市二子町５８５－１ （後発調１）第2306号      平成28年 7月 1日
     047-302-8215  (047-302-8216) （在薬）第1546号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17492843498  株式会社ＳＯＳＡいと〒273-0005 （調基１）第1004号        平成28年 4月 1日
     う薬局　いとう薬局船船橋市本町６－３－２１天沼コー （後発調１）第1791号      平成28年 4月 1日
     橋北口店 ポ１０１
     047-425-1501  (047-425-1521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17502843506  株式会社　つばさ　つ〒273-0865 （調基１）第257号         平成28年 4月 1日
     ばさ薬局 船橋市夏見１－２－１２ （後発調２）第2268号      平成30年 3月 1日
     047-481-8105  (047-481-8107) （在薬）第1618号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17512843522  有限会社ウェルロック〒273-0003 （調基１）第590号         平成28年 4月 1日
     　みやもと薬局 船橋市宮本２－１－１７
     047-407-3868  (047-407-3869)



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  189

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 17522843555  海上商事株式会社　レ〒274-0814 （調基１）第1220号        平成28年 4月 1日
     モン薬局 船橋市新高根２－１４－３ （調）第225号             平成28年 4月 1日
     047-464-6302  (047-464-6307) （後発調１）第1932号      平成28年 4月 1日
     （在調）第134号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第456号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1607号          平成22年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17532843563  さくら薬局　船橋市場〒273-0001 （調基１）第336号         平成28年 4月 1日
     店 船橋市市場４－６－１６ （後発調１）第1522号      平成28年 4月 1日
     047-426-8010  (047-426-8018) （在調）第519号           平成28年11月 1日
     （か薬）第1135号          平成29年10月 1日
     （在薬）第1648号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17542843571  フクシ坪井薬局 〒274-0060 （調基１）第754号         平成28年 4月 1日
     船橋市坪井東１－２－２６グラン （後発調１）第1708号      平成28年 4月 1日
     ディール匠１階 （か薬）第657号           平成29年 4月 1日
     047-490-2920  (047-490-2921) （在薬）第2090号          平成25年 8月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17552843589  薬局くすりの福太郎　〒274-0822 （調基１）第1351号        平成28年 4月 1日
     飯山満店 船橋市飯山満町１－８３２－６ （在薬）第2773号          平成29年 9月11日
     047-460-7736  (047-460-7738)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17562843597  薬局くすりの福太郎　〒273-0042 （調基１）第1352号        平成28年 4月 1日
     塚田店 船橋市前貝塚町５６５－１１ （後発調１）第2943号      平成30年 3月 1日
     047-439-6691  (047-439-0036) （在薬）第2772号          平成29年 9月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17572843605  薬樹薬局　船橋金杉 〒273-0853 （調基１）第1771号        平成28年 4月 1日
     船橋市金杉１－２０－２４ （調）第1号               平成28年 4月 1日
     047-406-8255  (047-406-8263) （後発調２）第1443号      平成28年 4月 1日
     （在調）第173号           平成24年 8月 1日
     （か薬）第62号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第1697号          平成22年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17582843613  薬樹薬局　船橋金杉２〒273-0853 （調基１）第1766号        平成28年 4月 1日
     号店 船橋市金杉１－２０－２３ （調）第10号              平成28年 4月 1日
     047-406-8265  (047-406-8268) （後発調２）第1508号      平成28年 6月 1日
     （在調）第417号           平成28年 1月 1日
     （か薬）第61号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第1698号          平成22年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17592843621  薬樹薬局　船橋北本町〒273-0864 （調基１）第1865号        平成28年 4月 1日
     船橋市北本町１－３－１ （調）第229号             平成28年 4月 1日
     047-460-0755  (047-460-0756) （後発調２）第1781号      平成28年12月 1日
     （か薬）第461号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1699号          平成22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  190

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 17602843639  さくら薬局　西船橋北〒273-0025 （調基１）第340号         平成28年 4月 1日
     口店 船橋市印内町４９６－１ （調）第531号             平成29年 7月 1日
     047-432-3703  (047-432-1824) （後発調２）第1680号      平成28年 9月 1日
     （在調）第636号           平成29年10月 1日
     （か薬）第882号           平成28年12月 1日
     （在薬）第1707号          平成22年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17612843647  さくら薬局　船橋金杉〒273-0853 （調基３）第18号          平成28年 4月 1日
     店 船橋市金杉１－２０－２５ （後発調２）第1887号      平成29年 3月 1日
     047-406-8161  (047-406-8171) （か薬）第616号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1710号          平成22年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17622843654  さくら薬局　船橋海神〒273-0021 （調基３）第19号          平成28年 4月 1日
     店 船橋市海神６－１１－１７ （後発調１）第1521号      平成28年 4月 1日
     047-433-5657  (047-433-5591) （か薬）第613号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1709号          平成22年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17632843662  さくら薬局　西船橋南〒273-0032 （調基１）第341号         平成28年 4月 1日
     口店 船橋市葛飾町２－３４１－３サミ （後発調１）第2335号      平成28年 7月 1日
     ットビル１Ｆ （在調）第590号           平成29年 6月 1日
     047-437-3633  (047-437-3821) （在薬）第1708号          平成22年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17642843670  さくら薬局　船橋本町〒273-0005 （調基３）第17号          平成28年 4月 1日
     店 船橋市本町１－９－９－２０２ （後発調２）第1187号      平成28年 4月 1日
     047-407-4152  (047-407-4153) （在調）第269号           平成26年 5月 1日
     （か薬）第615号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1711号          平成22年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17652843688  いろは薬局 〒273-0011 （調基１）第1006号        平成28年 4月 1日
     船橋市湊町２－５－６ハンザビル （調）第222号             平成28年 4月 1日
     １Ｆ （か薬）第452号           平成29年 4月 1日
     047-410-1685  (047-410-1686) （在薬）第1726号          平成22年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17662843696  コスモ薬局　若松店 〒273-0013 （調基１）第316号         平成28年 4月 1日
     船橋市若松２－６－１－１０７ （後発調２）第1485号      平成28年 5月 1日
     047-401-4866  (047-401-4867)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17672843712  あいケア薬局前原店 〒274-0825 （調基１）第1178号        平成28年 4月 1日
     船橋市前原西４－１０－１７　１ （調）第43号              平成28年 4月 1日
     ０３号 （後発調２）第1838号      平成29年 2月 1日
     047-409-7331  (047-409-7332) （か薬）第111号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1752号          平成23年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17682843720  夏見どんぐり薬局 〒273-0867 （調基１）第1935号        平成28年 4月 1日
     船橋市夏見町２－５６８－２ （後発調１）第2211号      平成28年 5月 1日
     047-439-3335  (047-439-3337)



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  191

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 17692843738  わかくさ薬局 〒274-0825 （調基１）第767号         平成28年 4月 1日
     船橋市前原西８－２４－４ （後発調２）第1270号      平成28年 4月 1日
     047-401-6627  (047-401-6628) （か薬）第678号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1767号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17702843746  そうごう薬局　薬円台〒274-0077 （調基１）第1570号        平成28年 4月 1日
     店 船橋市薬円台５－３２－１ （後発調２）第1666号      平成28年 9月 1日
     047-496-5181  (047-496-5182) （在薬）第1784号          平成23年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17712843753  ドイ薬局エポカ　高根〒274-0065 （調基１）第602号         平成28年 4月 1日
     台店 船橋市高根台１－２－１ （後発調１）第1609号      平成28年 4月 1日
     047-463-1788  (047-465-5554) （在薬）第2352号          平成27年 2月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17722843761  カワチ薬局　船橋坪井〒274-0060 （調基１）第526号         平成28年 4月 1日
     店 船橋市坪井東４－４－１
     047-490-6140  (047-490-6141)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17732843803  たんぽぽ薬局　船橋駅〒273-0005 （調基１）第735号         平成28年 4月 1日
     前店 船橋市本町７－６－１船橋ツイン （後発調２）第1264号      平成28年 4月 1日
     ビル東館６階 （在薬）第1897号          平成24年 4月 1日
     047-425-4193  (047-425-4193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17742843811  ファーコス薬局　船橋〒274-0822 （調基１）第1739号        平成28年 4月 1日
     船橋市飯山満町２－６２７ （後発調２）第2235号      平成30年 2月 1日
     047-496-3515  (047-496-3516) （在調）第57号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第727号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1851号          平成24年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17752843829  ファーコス薬局　夏見〒273-0865 （調基１）第1028号        平成28年 4月 1日
     船橋市夏見２－１５－１０ツカサ （後発調１）第2873号      平成29年12月 1日
     ハイツ１０１号 （在調）第564号           平成29年 1月 1日
     047-425-0430  (047-425-8517) （か薬）第370号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1852号          平成24年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17762843845  イオン薬局　船橋店 〒273-0045 （調基２）第120号         平成29年 4月 1日
     船橋市山手１－１－８ （後発調２）第2270号      平成30年 3月 1日
     047-420-7261  (047-420-7262) （か薬）第1206号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第2105号          平成25年 8月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17772843852  クオール薬局原木中山〒273-0035 （調基１）第1643号        平成28年 4月 1日
     店 船橋市本中山７－１４－１松丸ハ （か薬）第173号           平成28年 4月 1日
     イツ１階 （在薬）第1893号          平成24年 4月 1日
     047-302-3856  (047-302-3857)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17782843878  株式会社くすりの福太〒273-0002 （調基１）第1349号        平成28年 4月 1日
     郎　薬局くすりの福太船橋市東船橋４－３１－２０号 （在薬）第2776号          平成29年 9月11日
     郎　東船橋駅前店 047-411-0029  (047-411-0029)



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  192

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 17792843886  ウェルファーマシー株〒274-0063 （調基１）第103号         平成28年 4月 1日
     式会社　ファミリー薬船橋市習志野台３－１８－３ （調）第372号             平成28年 9月 1日
     局 047-464-6123  (047-464-6123) （後発調２）第1136号      平成28年 4月 1日
     （か薬）第753号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2353号          平成27年 2月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17802843894  Ａ．Ｓ．Ｏ調剤薬局株〒274-0065 （調基１）第439号         平成28年 4月 1日
     式会社　スワン薬局 船橋市高根台４－２３－１９ （調）第360号             平成28年 7月 1日
     047-497-8713  (047-497-8714) （後発調１）第2325号      平成28年 7月 1日
     （か薬）第703号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1961号          平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17812843910  セントラルメディカル〒274-0063 （調基１）第575号         平成28年 4月 1日
     株式会社　セントラル船橋市習志野台２－７１－１５ （在薬）第1968号          平成24年 8月 1日
     薬局　北習志野店 047-465-6611  (047-465-8801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17822843936  株式会社くすりの福太〒273-0005 （調基１）第1348号        平成28年 4月 1日
     郎　薬局くすりの福太船橋市本町１－３－１船橋ＦＡＣ （後発調１）第2644号      平成29年 3月 1日
     郎　船橋ＦＡＣＥⅡ店Ｅ２１１号 （在薬）第2777号          平成29年 9月11日
     047-460-0220  (047-460-0220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17832843944  特定非営利活動法人サ〒273-0002 （調基１）第263号         平成28年 4月 1日
     ヴス協会　船橋薬局 船橋市東船橋１－２１－１２ （後発調１）第2330号      平成28年 7月 1日
     047-411-2777  (047-411-2778) （在薬）第1993号          平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17842843951  セントラル薬局　船橋〒273-0042 （調基１）第1881号        平成28年 4月 1日
     船橋市前貝塚町５４９－１グロー （後発調１）第2300号      平成28年 7月 1日
     バルガーデンシティＡ－１Ｆ （薬菌）第66号            平成25年 1月 1日
     047-401-8610  (047-401-8611) （在調）第210号           平成25年11月 1日
     （か薬）第540号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第1983号          平成24年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17852843977  株式会社フクシメディ〒274-0060 （調基１）第757号         平成28年 4月 1日
     カル　坪井東薬局 船橋市坪井東２－１３－２０ （調）第363号             平成28年 8月 1日
     047-401-5120  (047-401-5121) （後発調１）第1710号      平成28年 4月 1日
     （か薬）第555号           平成28年 5月23日
     （在薬）第2091号          平成25年 8月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17862843985  二和調剤薬局 〒274-0805 （調基１）第277号         平成28年 4月 1日
     船橋市二和東６－１７－１７川上 （調）第197号             平成28年 4月 1日
     ビル１階 （後発調１）第2627号      平成29年 3月 1日
     047-449-3003  (047-449-7717) （か薬）第398号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2049号          平成25年 4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  193

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 17872843993  薬局くすりの福太郎　〒274-0825 （調基１）第1347号        平成28年 4月 1日
     津田沼店 船橋市前原西２－１３－１３号ア （後発調１）第1759号      平成28年 4月 1日
     ロー津田沼駅前ビル１階 （在薬）第2778号          平成29年 9月11日
     047-470-3329  (047-470-3329)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17882844017  うさぎ薬局 〒274-0825 （調基１）第900号         平成28年 4月 1日
     船橋市前原西６－１－２レグルス （在調）第260号           平成26年 5月 1日
     近藤１０５号室 （か薬）第38号            平成28年 4月 1日
     047-411-7428  (047-411-7428) （在薬）第2022号          平成25年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17892844025  太陽堂薬局 〒273-0031 （調基１）第1358号        平成28年 4月 1日
     船橋市西船６－６－１３ （調）第334号             平成28年 6月 1日
     047-711-4106  (047-711-4136) （後発調２）第1324号      平成28年 4月 1日
     （在調）第264号           平成26年 5月 1日
     （か薬）第668号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2044号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17902844058  第一薬局　船橋店 〒273-0002 （調基１）第16号          平成28年 4月 1日
     船橋市東船橋３－１４－８ （後発調１）第2889号      平成30年 1月 1日
     047-406-5501  (047-406-5502) （薬菌）第153号           平成29年 3月 1日
     （在調）第263号           平成26年 5月 1日
     （在薬）第2058号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17912844082  そうごう薬局　ららぽ〒273-8530 （調基３）第104号         平成28年 4月 1日
     ーとＴＯＫＹＯ‐ＢＡ船橋市浜町２－１－１ららぽーと （在薬）第2139号          平成25年11月18日
     Ｙ店 ＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ西館３階
     047-421-7831  (047-421-7832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17922844090  森のシティ薬局 〒273-0864 （調基３）第61号          平成28年 4月 1日
     船橋市北本町１－１５－１ （後発調２）第1546号      平成28年 7月 1日
     047-426-7561  (047-426-7563) （か薬）第874号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2151号          平成25年11月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17932844108  三咲ダルマ薬局 〒274-0812 （調基１）第1022号        平成28年 4月 1日
     船橋市三咲３－１－１５ （調）第2号               平成28年 4月 1日
     047-448-8608  (047-448-8604) （か薬）第43号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第2152号          平成25年11月18日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17942844116  おんぷ薬局　にしふな〒273-0031 （調基１）第817号         平成28年 4月 1日
     船橋市西船２－２１－６ （後発調１）第1732号      平成28年 4月 1日
     047-495-5888  (047-495-5889) （在薬）第2219号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17952844124  薬局くすりの福太郎　〒273-0031 （調基１）第1383号        平成28年 4月 1日
     西船橋店 船橋市西船４－２２－１西船ＨＡ （後発調１）第2592号      平成29年 1月 1日
     Ｌビル１階 （在薬）第2573号          平成28年 9月15日
     047-437-8897  (047-437-8897)



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  194

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 17962844132  日本調剤　西船橋薬局〒273-0032 （調基１）第597号         平成28年 4月 1日
     船橋市葛飾町２－３３５－１アル （後発調２）第1924号      平成29年 4月 1日
     マース弐番館１Ｆ （在調）第378号           平成27年 8月 1日
     047-495-2511  (047-495-2512) （か薬）第340号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2173号          平成26年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17972844140  クリエイト薬局船橋夏〒273-0866 （調基１）第1755号        平成28年 4月 1日
     見台店 船橋市夏見台３－９－２５ （後発調１）第2095号      平成28年 4月 1日
     047-429-5571  (047-429-5572) （在薬）第2192号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17982844173  カネマタ薬局　海神店〒273-0021 （調基１）第728号         平成28年 4月 1日
     船橋市海神６－７－１２ （後発調２）第2245号      平成30年 2月 1日
     047-420-8725  (047-420-8735) （薬菌）第123号           平成27年10月 1日
     （在調）第270号           平成26年 5月 1日
     （か薬）第1227号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第2231号          平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17992844199  小串薬局 〒274-0073 （調基１）第406号         平成28年 4月 1日
     船橋市田喜野井７－３－１１ （後発調１）第1528号      平成28年 4月 1日
     047-464-8571  (047-464-8571) （在薬）第2321号          平成26年10月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18002844207  プラザ薬局 〒273-0021 （調基１）第1020号        平成28年 4月 1日
     船橋市海神６－８－１０ （後発調１）第1827号      平成28年 4月 1日
     047-440-8927  (047-440-8947) （在薬）第2723号          平成29年 6月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18012844215  西船橋調剤薬局 〒273-0031 （調基１）第2024号        平成28年 9月 1日
     船橋市西船４－２３－６ （後発調２）第2216号      平成30年 2月 1日
     047-495-7729  (047-437-3829) （在薬）第2785号          平成29年 9月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18022844223  薬局日本メディカル 〒274-0063 （調基１）第931号         平成28年 4月 1日
     船橋市習志野台３－１－１エキタ （調）第558号             平成29年 9月 1日
     きたなら２Ｆ （後発調２）第1257号      平成28年 4月 1日
     047-404-2539  (047-404-2540) （在調）第490号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第765号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2331号          平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18032844231  カネマタ薬局　ケイツ〒273-0021 （調基１）第791号         平成28年 4月 1日
     ー店 船橋市海神４－１－１５ （調）第127号             平成28年 4月 1日
     047-420-8844  (047-420-8665) （後発調２）第1823号      平成29年 1月 1日
     （薬菌）第125号           平成27年10月 1日
     （在調）第334号           平成27年 2月 1日
     （か薬）第103号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2256号          平成26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  195

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 18042844249  カネマタ薬局　海神駅〒273-0021 （調基１）第1111号        平成28年 4月 1日
     前店 船橋市海神４－１１－５ （調）第129号             平成28年 4月 1日
     047-401-0505  (047-401-0606) （後発調２）第1671号      平成28年 9月 1日
     （薬菌）第124号           平成27年10月 1日
     （在調）第337号           平成27年 2月 1日
     （か薬）第102号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2254号          平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18052844256  船橋中央薬局 〒273-0853 （調基１）第1177号        平成28年 4月 1日
     船橋市金杉１－２０－２６ （後発調１）第2212号      平成28年 5月 1日
     047-429-2211  (047-429-2261) （在薬）第2274号          平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18062844264  薬局キリン堂 〒273-0047 （調基１）第781号         平成28年 4月 1日
     船橋市藤原１－２０－１－１０３
     047-338-4633  (047-338-1274)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18072844280  ウエルシア薬局船橋夏〒273-0866 （調基１）第629号         平成28年 4月 1日
     見台店 船橋市夏見台４－５－１３ （後発調２）第2260号      平成30年 3月 1日
     047-429-5560  (047-429-5561) （在薬）第2429号          平成27年10月 9日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18082844298  三山薬局　船橋店 〒273-0005 （調基１）第1243号        平成28年 4月 1日
     船橋市本町６－１－３－１０２ （在調）第653号           平成30年 1月 1日
     047-411-3801  (047-411-3802) （在薬）第2283号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18092844306  ドラッグセイムス　本〒273-0033 （調基１）第1450号        平成28年 4月 1日
     郷町薬局 船橋市本郷町５３４－１ （後発調１）第2882号      平成29年12月 1日
     047-302-7313  (047-302-7314) （か薬）第1112号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第2701号          平成29年 4月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18102844314  本木薬局　東武塚田店〒273-0042 （調基１）第481号         平成28年 4月 1日
     船橋市前貝塚町５６５ （調）第351号             平成28年 7月 1日
     047-438-4359  (047-438-5359) （か薬）第543号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2376号          平成27年 6月 9日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18112844348  ファーマみらい　津田〒274-0824 （調基３）第121号         平成28年 4月 1日
     沼薬局 船橋市前原東１－１３－５ （後発調２）第2282号      平成30年 3月 1日
     047-407-0516  (047-407-0528) （在調）第568号           平成29年 2月 1日
     （在薬）第2433号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18122844355  コイケ薬局　南三咲店〒274-0813 （調基３）第155号         平成28年 4月 1日
     船橋市南三咲２－７－２ （後発調２）第1447号      平成28年 4月 1日
     047-448-5767  (047-448-5767)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18132844363  前原東薬局 〒274-0824 （調基２）第19号          平成28年 4月 1日
     船橋市前原東４－１３－３ （後発調２）第1175号      平成28年 4月 1日
     047-477-8522  (047-477-8522) （か薬）第1082号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第2469号          平成27年12月 5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  196

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 18142844371  アイン薬局　とよとみ〒274-0053 （調基３）第37号          平成28年 4月 1日
     店 船橋市豊富町７００－１０ （後発調２）第1261号      平成28年 4月 1日
     047-490-6670  (047-490-6680) （在調）第397号           平成27年11月 1日
     （か薬）第480号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2446号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18152844397  薬局マツモトキヨシ　〒273-0035 （調基１）第983号         平成28年 4月 1日
     下総中山駅前店 船橋市本中山２－１６－１ （調）第567号             平成29年10月 1日
     047-302-5501  (047-302-5501) （後発調１）第2727号      平成29年 7月 1日
     （在調）第663号           平成30年 2月 1日
     （か薬）第1109号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第2482号          平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18162844405  マスカット薬局　北習〒274-0063 （調基１）第518号         平成28年 4月 1日
     志野店 船橋市習志野台２－７－１
     04-7463-2100  (04-7463-2180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18172844413  よみうりローズ薬局 〒273-0005 （調基１）第856号         平成28年 4月 1日
     船橋市本町２－１１－２６ （後発調２）第1542号      平成28年 6月 1日
     047-434-8531  (047-434-8530)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18182844421  さくら薬局　船橋金堀〒274-0054 （調基１）第360号         平成28年 4月 1日
     町店 船橋市金堀町５２２－３ （調基３）第162号         平成28年 8月 1日
     047-468-8831  (047-468-8832) （後発調２）第1513号      平成28年 6月 1日
     （か薬）第824号           平成28年11月 1日
     （在薬）第2488号          平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18192844439  スギ薬局　津田沼駅北〒274-0825 （調基１）第1764号        平成28年 4月 1日
     店 船橋市前原西２－３８－１０ （後発調２）第2003号      平成29年 8月 1日
     047-409-8861  (047-409-8862) （在薬）第2495号          平成28年 3月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18202844447  株式会社タカネ薬局 〒274-0063 （調基１）第1965号        平成28年 5月 1日
     船橋市習志野台１－１１－５ （後発調１）第2890号      平成30年 1月 1日
     047-464-1114  (047-467-4189) （か薬）第1050号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第2686号          平成29年 3月31日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18212844454  スギ薬局　船橋本町店〒273-0005 （調基１）第1987号        平成28年 6月 1日
     船橋市本町２－１－３０船橋１０ （後発調２）第2200号      平成30年 2月 1日
     ４号ビル１階 （か薬）第1188号          平成29年12月 1日
     047-468-8061  (047-468-8062) （在薬）第2534号          平成28年 6月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18222844462  友愛薬局　船橋店 〒273-0003 （調基１）第1989号        平成28年 6月 1日
     船橋市宮本４－１２－１８ （調）第527号             平成29年 7月 1日
     047-409-0080  (047-409-9050) （後発調１）第2436号      平成28年 9月 1日
     （在調）第591号           平成29年 6月 1日
     （か薬）第880号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2526号          平成28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  197

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 18232844470  薬局くすりの福太郎　〒273-0012 （調基１）第1995号        平成28年 6月 1日
     ビビット南船橋店 船橋市浜町２－２－７ビビット南 （後発調１）第2734号      平成29年 7月 1日
     船橋１階 （在薬）第2538号          平成28年 6月 1日
     047-495-2522  (047-495-2522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18242844504  ウエルシア薬局船橋新〒274-0814 （調基１）第2018号        平成28年10月 1日
     高根店 船橋市新高根６－１９－１９ （後発調２）第2192号      平成30年 2月 1日
     047-490-1300  (047-490-1301) （在薬）第2580号          平成28年10月 3日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18252844512  アイセイ薬局　下総中〒273-0035 （調基１）第2060号        平成28年10月 1日
     山店 船橋市本中山２－１０－１ミレニ （調）第419号             平成28年10月 1日
     ティ中山４Ｆ （在調）第545号           平成28年10月 1日
     047-302-3821  (047-302-3822) （か薬）第854号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2626号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18262844520  アイセイ薬局　高根台〒274-0065 （調基１）第2061号        平成28年10月 1日
     店 船橋市高根台４－３２－１ （調）第420号             平成28年10月 1日
     047-463-9065  (047-463-3993) （後発調２）第1757号      平成28年10月 1日
     （在調）第521号           平成28年11月 1日
     （か薬）第855号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2627号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18272844538  アイセイ薬局　船橋本〒273-0005 （調基３）第171号         平成28年10月 1日
     町店 船橋市本町１－２５－３１ （後発調２）第1758号      平成28年10月 1日
     047-460-1981  (047-460-1982) （か薬）第856号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2628号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18282844546  アイセイ薬局　薬園台〒274-0077 （調基１）第2062号        平成28年10月 1日
     店 船橋市薬円台６－６－２ （調）第421号             平成28年10月 1日
     047-496-1311  (047-467-6331) （後発調２）第1759号      平成28年10月 1日
     （在調）第546号           平成28年10月 1日
     （か薬）第857号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2629号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18292844553  アイセイ薬局　金杉店〒273-0854 （調基１）第2063号        平成28年10月 1日
     船橋市金杉町１０３－４ （調）第402号             平成28年11月 1日
     047-429-0031  (047-429-0032) （後発調２）第1760号      平成28年10月 1日
     （在調）第547号           平成28年10月 1日
     （か薬）第858号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2630号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18302844561  アイセイ薬局　新船橋〒273-0045 （調基１）第2064号        平成28年10月 1日
     店 船橋市山手３－１－１２新船橋ク （調）第422号             平成28年10月 1日
     リニックファーム （後発調１）第2544号      平成28年10月 1日
     047-432-3741  (047-432-3795) （在調）第548号           平成28年10月 1日
     （か薬）第859号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2631号          平成28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  198

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 18312844579  アイセイ薬局　東船橋〒274-0065 （調基３）第172号         平成28年10月 1日
     店 船橋市高根台４－３２－１－１０ （後発調２）第1761号      平成28年10月 1日
     １ （か薬）第1192号          平成29年12月 1日
     047-497-8321  (047-497-8844) （在薬）第2632号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18322844587  キリン堂薬局　習志野〒274-0063 （調基１）第2032号        平成28年11月 1日
     台店 船橋市習志野台６－３－２５ （調）第594号             平成30年 2月 1日
     047-496-8050  (047-496-8051) （後発調２）第1843号      平成29年 2月 1日
     （か薬）第1100号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第2592号          平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18332844595  はなまる薬局 〒273-0047 （調基１）第2031号        平成28年11月 1日
     船橋市藤原３－３６－１０ （在薬）第2591号          平成28年11月 1日
     047-468-8757  (047-468-8767)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18342844603  すこやか薬局 〒274-0805 （調基１）第2107号        平成29年 4月 1日
     船橋市二和東５－１－６ （調）第452号             平成29年 4月 1日
     047-448-2220  (047-449-1689) （後発調２）第1750号      平成28年10月 1日
     （在調）第532号           平成28年10月 1日
     （か薬）第837号           平成28年10月 1日
     （在薬）第2602号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18352844611  すこやか薬局２号店 〒274-0805 （調基１）第2047号        平成28年10月 1日
     船橋市二和東５－１－１３ （後発調２）第1751号      平成28年10月 1日
     047-404-5551  (047-404-5656) （か薬）第838号           平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18362844629  のぞみ薬局 〒274-0805 （調基１）第2043号        平成28年10月 1日
     船橋市二和東５－４２－２７ （後発調２）第1745号      平成28年10月 1日
     047-440-5115  (047-440-5117) （薬菌）第151号           平成28年10月 1日
     （在調）第527号           平成28年10月 1日
     （か薬）第1161号          平成29年12月 1日
     （在薬）第2603号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18372844637  みなみ薬局 〒273-0004 （調基１）第2042号        平成28年10月 1日
     船橋市南本町６－２ （調）第424号             平成28年10月 1日
     047-495-5881  (047-495-5882) （後発調２）第1777号      平成28年12月 1日
     （在調）第526号           平成28年10月 1日
     （か薬）第832号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2604号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18382844645  ウエルシア薬局船橋金〒273-0853 （調基１）第2083号        平成28年12月 1日
     杉店 船橋市金杉５－５－８ （後発調１）第2588号      平成28年12月 1日
     047-440-5667  (047-440-5668) （在薬）第2657号          平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18392844652  みもみ薬局 〒274-0071 （調基１）第2079号        平成29年 1月 1日
     船橋市習志野５－８－１８ （後発調２）第2023号      平成29年 8月 1日
     047-406-3352  (047-406-3356) （在薬）第2654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  199

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 18402844678  スギ薬局　船橋藤原店〒273-0047 （調基１）第2098号        平成29年 3月 1日
     船橋市藤原１－３－３０ （後発調２）第2105号      平成29年11月 1日
     047-712-0900  (047-712-0901) （在薬）第2674号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18412844686  薬局くすりの福太郎　〒274-0822 （調基１）第2176号        平成29年 6月 1日
     飯山満吹上店 船橋市飯山満町１－６２６－１ （後発調１）第2788号      平成29年 9月 1日
     047-421-4729  (047-421-4729) （在薬）第2718号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18422844702  アガペ船橋薬局 〒274-0072 （調基１）第2182号        平成29年 6月 1日
     船橋市三山２－１－１３ （在薬）第2724号          平成29年 6月12日
     047-470-3636  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18432844710  ひので薬局　滝不動駅〒274-0813 （調基１）第2187号        平成29年 6月 1日
     前店 船橋市南三咲１－２２－１６ （後発調１）第2760号      平成29年 8月 1日
     047-490-7772  (047-490-7773) （在調）第609号           平成29年 8月 1日
     （在薬）第2727号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18442844728  クリエイト薬局船橋高〒274-0065 （調基１）第2191号        平成29年 7月 1日
     根台店 船橋市高根台１－３－１ （後発調２）第2066号      平成29年10月 1日
     047-496-1321  (047-496-1322) （在薬）第2732号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18452844736  ファーマライズ薬局　〒273-0035 （調基１）第2221号        平成29年 9月 1日
     中山店 船橋市本中山２－１６－１プラザ （後発調１）第2903号      平成30年 1月 1日
     中山１階 （在調）第660号           平成30年 2月 1日
     047-316-1286  (047-316-0763) （在薬）第2753号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18462844744  ヒロ薬局 〒274-0816 （調基１）第2216号        平成29年 9月 1日
     船橋市芝山３－１４－３ （在薬）第2754号          平成29年 9月 1日
     047-404-1605  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18472844769  プラチナ薬局　ならし〒274-0071 （調基１）第2229号        平成29年 9月 1日
     のＳＣ前店 船橋市習志野５－１－９ （後発調２）第2053号      平成29年 9月 1日
     047-429-8650  (047-429-8651) （か薬）第1250号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第2793号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18482844777  ゆい薬局　東船橋店 〒273-0002 （調基１）第2238号        平成29年10月 1日
     船橋市東船橋３－１７－１１ （後発調１）第2914号      平成30年 2月 1日
     047-406-3291  (047-406-3836) （在薬）第2816号          平成29年11月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18492844785  ウエルシア薬局船橋夏〒273-0865 （調基１）第2236号        平成29年10月 1日
     見１丁目店 船橋市夏見１－１７－２２ （後発調２）第2195号      平成30年 2月 1日
     047-460-1320  (047-460-1321) （在薬）第2798号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18502844793  芝山グリーン薬局 〒274-0816 （調基１）第2226号        平成29年 9月25日
     船橋市芝山３－１－７ （後発調１）第2822号      平成29年 9月25日
     047-496-1005  (047-496-1006) （在薬）第2790号          平成29年 9月25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  200

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 18512844801  薬局トモズ　津田沼パ〒274-0825 （調基１）第2254号        平成29年11月 1日
     ルコ店 船橋市前原西２－１８－１地下１ （在薬）第2813号          平成29年11月 1日
     階
     047-489-5300  (047-479-0300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18522844819  フタバ薬局　習志野台〒274-0063 （調基１）第2250号        平成29年11月 1日
     店 船橋市習志野台３－１７－１５ （後発調２）第2233号      平成30年 2月 1日
     047-401-3787  (047-401-3788) （在薬）第2810号          平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18532844835  かえで薬局 〒274-0063 （調基１）第2255号        平成29年11月 1日
     船橋市習志野台１－２－２ （後発調２）第2126号      平成29年11月 1日
     047-496-3377  (047-496-3397) （在薬）第2820号          平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18542844843  オリビエ薬局　本町店〒273-0005 （調基１）第2258号        平成29年11月 1日
     船橋市本町６－４－２４友愛ビル （後発調１）第2877号      平成29年11月 1日
     １Ｆ （在薬）第2821号          平成29年11月 1日
     047-411-1166  (047-411-1167)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18552844850  ささのは薬局 〒274-0825 （調基１）第2277号        平成29年12月 1日
     船橋市前原西３－２６－２ （後発調２）第2168号      平成29年12月 1日
     047-489-5913  (047-489-5914) （在薬）第2834号          平成29年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18562844868  サエラ薬局　習志野台〒274-0063 （調基１）第2290号        平成30年 1月 1日
     店 船橋市習志野台４－１３－９クイ （調）第595号             平成30年 1月 1日
     ーンハイツ１０３号 （後発調２）第2210号      平成30年 1月 1日
     047-402-5350  (047-402-5351) （在調）第656号           平成30年 1月 1日
     （か薬）第1240号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第2852号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18572844876  ドラッグセイムス　ゆ〒274-0063
     めまち習志野台モール船橋市習志野台８－５８－１
     薬局 047-404-6057  (047-404-6058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18582844892  有限会社元気堂薬局 〒273-0002 （調基１）第2300号        平成30年 3月 1日
     船橋市東船橋４－３３－１ウェル
     ズ２１　船橋パート６　Ａ号室
     047-426-2076  (047-426-0382)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18593010055  さわた薬局 〒289-2241 （調基１）第450号         平成28年 4月 1日
     香取郡多古町多古２６１０ （後発調１）第2360号      平成28年 7月 1日
     0479-76-2311  (0479-76-7361) （か薬）第726号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第350号           平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18603040078  石井薬局 〒289-2306 （調基１）第455号         平成28年 4月 1日
     香取郡多古町十余三字赤池２８８ （後発調２）第2004号      平成29年 8月 1日
     ‐９ （在薬）第370号           平成11年11月 1日
     0479-75-0153  (0479-75-0153)



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  201

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 18613040144  有限会社ケイズファー〒289-0221 （調基１）第256号         平成28年 4月 1日
     ム　ケイズファーム神香取郡神崎町神崎本宿字髙崎前６ （後発調１）第2435号      平成28年 9月 1日
     崎薬局 ７２－４ （在薬）第245号           平成11年 4月 1日
     0478-70-1025  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18623040151  株式会社千葉薬品　ヤ〒289-0221 （調基１）第1101号        平成28年 4月 1日
     ックスドラッグ薬局　香取郡神崎町神崎本宿６６６ （在薬）第247号           平成11年 4月 1日
     神崎店 0478-72-1014  (0478-72-1014)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18633040185  ファーコス薬局　あじ〒289-2241 （調基１）第1197号        平成28年 4月 1日
     さい 香取郡多古町多古字九蔵４９０－ （後発調２）第2102号      平成29年11月 1日
     ５ （在調）第468号           平成28年 6月 1日
     0479-76-5423  （か薬）第830号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第272号           平成11年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18643040193  多古中央薬局 〒289-2241 （調基１）第1814号        平成28年 4月 1日
     香取郡多古町多古４３７－１ （後発調２）第2099号      平成29年11月 1日
     0479-76-4550  （在調）第619号           平成29年10月 1日
     （か薬）第326号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第582号           平成13年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18653040201  一心堂薬局 〒289-2241 （調基１）第1809号        平成28年 4月 1日
     香取郡多古町多古１０３８－１ （後発調１）第2424号      平成28年 9月 1日
     0479-70-6065  （在薬）第388号           平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18663040342  ヤックスドラッグ東庄〒289-0601 （調基１）第1100号        平成28年 4月 1日
     薬局 香取郡東庄町笹川い５４２０－１ （後発調１）第2919号      平成30年 2月 1日
     ２
     0478-86-6001  (0478-86-6002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18673040359  平山薬局 〒289-0601 （調基１）第209号         平成28年 4月 1日
     香取郡東庄町笹川い６５７
     0478-86-0108  (0478-86-1811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18683040367  ウエルシア薬局東庄新〒289-0611 （調基１）第646号         平成28年 4月 1日
     宿店 香取郡東庄町新宿１２１０－１ （後発調２）第1240号      平成28年 4月 1日
     0478-86-4601  (0478-86-4602) （在薬）第2371号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18693040375  ヤックスドラッグ多古〒289-2241 （調基１）第1095号        平成28年 4月 1日
     台薬局 香取郡多古町多古字多古台２００ （後発調１）第2920号      平成30年 2月 1日
     ０－１３９
     0479-85-8781  (0479-85-8782)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18703110061  有限会社　山本薬局　〒299-4114 （調基１）第1292号        平成28年 4月 1日
     有限会社　山本薬局 茂原市本納２８５１ （後発調１）第1980号      平成28年 4月 1日
     0475-34-2041  (0475-34-2362) （在薬）第550号           平成12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  202

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 18713110087  有限会社　深谷薬局 〒297-0037 （調基１）第1222号        平成28年 4月 1日
     茂原市早野２４６０ （在薬）第559号           平成12年12月 1日
     0475-23-2572  (0475-23-2573)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18723140027  土橋薬局 〒297-0024 （調基１）第1828号        平成28年 4月 1日
     茂原市八千代１‐１８ （在薬）第820号           平成16年 1月 1日
     0475-24-2250  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18733140084  茂原薬局 〒297-0023 （調基１）第146号         平成28年 4月 1日
     茂原市千代田町２‐１‐３ （在薬）第811号           平成15年12月 1日
     0475-22-3763  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18743140183  岡本薬局 〒297-0029
     茂原市高師７５‐１０
     0475-23-1926  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18753140191  みどりケ丘薬局 〒297-0065 （調基２）第93号          平成28年 4月 1日
     茂原市緑ケ丘４‐２‐６ （後発調２）第1649号      平成28年 9月 1日
     0475-23-2367  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18763140217  有限会社　長生薬局 〒299-4114 （調基１）第592号         平成28年 4月 1日
     茂原市本納１７７１ （在薬）第449号           平成12年 1月 1日
     0475-34-2911  (0475-34-4011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18773140233  白井薬局　本納店 〒299-4113 （調基１）第424号         平成28年 4月 1日
     茂原市法目７６７－３ （在薬）第1016号          平成17年 9月 1日
     0475-34-3325  (0475-34-3139)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18783140241  ＫＭ薬局 〒297-0021 （調基１）第268号         平成28年 4月 1日
     茂原市高師町２－８ （調）第455号             平成29年 4月 1日
     0475-26-1926  (0475-26-0792) （か薬）第954号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第92号            平成 8年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18793140258  マルモ薬局 〒297-0037 （調基１）第573号         平成28年 4月 1日
     茂原市早野４９２－２ （後発調１）第2190号      平成28年 5月 1日
     0475-23-6290  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18803140365  市原薬局　東部台店 〒297-0015 （調基１）第1918号        平成28年 4月 1日
     茂原市東部台３ー２６ー１
     0475-25-5155  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18813140373  たちばな薬局 〒299-4114 （調基１）第1587号        平成28年 4月 1日
     茂原市本納１８８８－３ （後発調１）第2053号      平成28年 4月 1日
     0475-34-1581  （在薬）第546号           平成12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  203

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 18823140381  白井薬局　新茂原店 〒297-0074 （調基１）第423号         平成28年 4月 1日
     茂原市小林２６３６－２ （後発調２）第1178号      平成28年 4月 1日
     0475-26-3331  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18833140407  市原薬局萩原店 〒297-0018 （調基２）第110号         平成28年 4月 1日
     茂原市萩原町３－８４ （後発調２）第1276号      平成28年 4月 1日
     0475-25-5166  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18843140431  日の出薬局 〒297-0029 （調基１）第408号         平成28年 4月 1日
     茂原市高師８８８ （後発調１）第2742号      平成29年 8月 1日
     0475-25-8755  (0475-36-2023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18853140449  まきの木薬局 〒297-0012 （調基１）第1823号        平成28年 4月 1日
     茂原市六ツ野１８３８ （後発調２）第1446号      平成28年 4月 1日
     0475-26-3506  (0475-26-3507) （在薬）第347号           平成11年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18863140472  明生堂薬局 〒297-0057 （調基１）第534号         平成28年 4月 1日
     茂原市中善寺８６８－２ （後発調２）第1589号      平成28年 7月 1日
     0475-26-1390  (0475-26-1390) （在薬）第1005号          平成17年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18873140530  有限会社ケイ・エム・〒297-0023 （調基１）第53号          平成28年 4月 1日
     コーポレーション　Ｋ茂原市千代田町２－６－１　１Ｆ （か薬）第953号           平成29年 4月 1日
     Ｍ薬局駅前店 0475-26-2620  (0475-26-2620) （在薬）第1876号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18883140555  株式会社マリンファー〒297-0028 （調基１）第1002号        平成28年 4月 1日
     マシー　茂原セントラ茂原市道表２－１ （か薬）第1051号          平成29年 7月 1日
     ル薬局 0475-27-7700  (0475-27-7701) （在薬）第2722号          平成29年 6月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18893140563  鈴木薬局 〒297-0022 （調基１）第512号         平成28年 4月 1日
     茂原市町保３５
     0475-22-2818  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18903140571  大洋薬局　茂原店 〒297-0073 （調基１）第1067号        平成28年 4月 1日
     茂原市長尾字若宮２５９１ （後発調１）第1832号      平成28年 4月 1日
     0475-27-7181  (0475-27-7182) （在薬）第2121号          平成25年 9月 9日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18913140589  マル薬局 〒297-0029 （調基１）第858号         平成28年 4月 1日
     茂原市高師１－６ （調）第261号             平成28年 4月 1日
     0475-26-1577  (0475-26-1604) （後発調１）第2213号      平成28年 5月 1日
     （在調）第219号           平成26年 2月 1日
     （か薬）第527号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1104号          平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18923140621  有限会社　長生薬局小〒297-0074 （調基１）第51号          平成28年 4月 1日
     林店 茂原市小林２４１９－６ （在薬）第815号           平成15年12月 1日
     0475-27-3800  (0475-27-3801)



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  204

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 18933140647  市原薬局　富士見店 〒297-0017 （調基１）第1919号        平成28年 4月 1日
     茂原市東郷１６９０－９ （後発調２）第1302号      平成28年 4月 1日
     0475-27-1600  (0475-27-1601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18943140670  クオール薬局　茂原店〒297-0022 （調基３）第28号          平成28年 4月 1日
     茂原市町保４２ （後発調２）第2174号      平成30年 1月 1日
     0475-20-0925  (0475-20-0926) （か薬）第578号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第621号           平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18953140696  有限会社山本薬局　あ〒297-0017 （調基１）第1278号        平成28年 4月 1日
     さひ薬局 茂原市東郷２０００ （後発調１）第2902号      平成30年 1月 1日
     0475-20-2761  (0475-20-2762)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18963140712  日本メディカルシステ〒297-0029 （調基１）第938号         平成28年 4月 1日
     ム株式会社　薬局メデ茂原市高師富士見台２１６７－１ （後発調２）第1783号      平成28年12月 1日
     ィクス 0475-20-4811  (0475-20-4822) （在調）第662号           平成30年 2月 1日
     （か薬）第879号           平成28年12月 1日
     （在薬）第881号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18973140720  株式会社友愛メディカ〒297-0026 （調基３）第96号          平成28年 4月 1日
     ル　友愛薬局　茂原店茂原市茂原１４７ （在調）第58号            平成24年 4月 1日
     0475-26-1910  (0475-26-1920) （か薬）第751号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第596号           平成13年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18983140738  有限会社薫風薬局 〒297-0052 （調基１）第513号         平成28年 4月 1日
     茂原市上茂原３８８－１４ （調）第103号             平成28年 4月 1日
     0475-26-1188  (0475-24-6689) （後発調２）第1826号      平成29年 1月 1日
     （か薬）第275号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第994号           平成17年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18993140746  株式会社千葉薬品　ヤ〒297-0052 （調基１）第1094号        平成28年 4月 1日
     ックスドラッグ上茂原茂原市上茂原３８８－４ （後発調２）第2220号      平成30年 2月 1日
     薬局 0475-20-1887  (0475-20-1887) （か薬）第967号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19003140753  株式会社ウィーズ　和〒297-0065 （調基１）第402号         平成28年 4月 1日
     代薬局 茂原市緑ケ丘４－２－５ （調）第196号             平成28年 4月 1日
     0475-20-1081  (0475-20-0887) （か薬）第396号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1847号          平成24年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19013140779  有限会社　橋場薬局　〒297-0016 （調基１）第809号         平成28年 4月 1日
     のぐち薬局 茂原市木崎３２１－４ （後発調２）第1467号      平成28年 5月 1日
     0475-27-1172  （在薬）第800号           平成15年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19023140811  ベル薬局　茂原 〒297-0037 （調基１）第454号         平成28年 4月 1日
     茂原市早野４６３－１ （後発調１）第1554号      平成28年 4月 1日
     0475-20-2357  （在薬）第1148号          平成18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  205

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 19033140829  ヤックスドラッグ　茂〒297-0011 （調基１）第1093号        平成28年 4月 1日
     原谷本薬局 茂原市谷本１８１０－１ （後発調１）第2918号      平成30年 2月 1日
     0475-27-1301  (0475-27-1302) （か薬）第907号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2639号          平成28年11月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19043140878  みずほ薬局 〒297-0023 （調基１）第1895号        平成28年 4月 1日
     茂原市千代田町１－９－１ （在薬）第2348号          平成27年 2月17日
     0475-23-7788  (0475-26-0888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19053140886  本納薬局 〒299-4114 （調基１）第1509号        平成28年 4月 1日
     茂原市本納２７８２ （か薬）第30号            平成28年 4月 1日
     0475-34-2780  (0475-34-5218) （在薬）第1106号          平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19063140894  ひまわり薬局　高師店〒297-0078 （調基１）第464号         平成28年 4月 1日
     茂原市高師台２－６－１ （後発調２）第1580号      平成28年 7月 1日
     0475-27-4877  (0475-27-4878) （か薬）第799号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1604号          平成22年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19073140928  株式会社　Ｋ．Ｋファ〒297-0022 （調基１）第1921号        平成28年 4月 1日
     ーマシー　市原薬局　茂原市町保３－３６ （後発調２）第1470号      平成28年 5月 1日
     町保店 0475-27-1020  (0475-27-1017) （在薬）第2050号          平成25年 4月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19083140936  株式会社　Ｋ．Ｋファ〒297-0022 （調基１）第1920号        平成28年 4月 1日
     ーマシー　市原薬局 茂原市町保７ （後発調１）第2337号      平成28年 7月 1日
     0475-22-2254  (0475-22-7054)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19093140951  株式会社ツルハ　調剤〒297-0012 （調基１）第89号          平成28年 4月 1日
     薬局ツルハドラッグ茂茂原市六ツ野３８７０ （後発調１）第1435号      平成28年 4月 1日
     原店 0475-20-0250  (0472-20-0250) （か薬）第961号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1308号          平成19年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19103140969  クオール薬局　茂原駅〒297-0022 （調基３）第157号         平成28年 4月 1日
     前店 茂原市町保字道祖神前３－２７３ （後発調１）第1486号      平成28年 4月 1日
     0475-20-3551  (0475-24-6776) （か薬）第532号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1324号          平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19113140985  タカダ薬局　千町店 〒297-0002 （調基１）第994号         平成28年 4月 1日
     茂原市千町１８７０－１ （か薬）第1066号          平成29年 7月 1日
     0475-44-7089  (0475-44-7093) （在薬）第2259号          平成26年 7月31日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19123140993  有限会社　長生薬局　〒297-0029 （調基１）第1633号        平成28年 4月 1日
     長生薬局　高師店 茂原市高師１８９－７ （後発調１）第2297号      平成28年 7月 1日
     0475-47-2581  (0475-47-2582) （か薬）第1141号          平成29年11月 1日
     （在薬）第1561号          平成21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  206

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 19133141009  さくら薬局　茂原店 〒297-0029 （調基３）第9号           平成28年 4月 1日
     茂原市高師１０１２ （後発調２）第1967号      平成29年 6月 1日
     0475-25-8772  (0475-27-7006) （在調）第345号           平成27年 4月 1日
     （か薬）第883号           平成28年12月 1日
     （在薬）第1649号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19143141017  マリン調剤薬局 〒297-0026 （調基２）第52号          平成28年 4月 1日
     茂原市茂原６４５－８ （か薬）第1259号          平成30年 3月 1日
     0475-22-1511  (0475-22-7867)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19153141033  大洋薬局　高師店 〒297-0021 （調基１）第1054号        平成28年 4月 1日
     茂原市高師町１－３－４古山ビル
     １Ｂ
     0475-20-3051  (0475-20-3052)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19163141041  あまが台薬局 〒297-0012 （調基１）第1896号        平成28年 4月 1日
     茂原市六ツ野２５９６－２
     0475-36-3407  (0475-36-3408)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19173141058  すずらん薬局茂原店 〒297-0024 （調基１）第151号         平成28年 4月 1日
     茂原市八千代１－４－３
     0475-24-4300  (0475-24-4303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19183141066  ヤックスドラッグ茂原〒297-0021 （調基１）第1977号        平成28年 6月 1日
     高師薬局 茂原市高師町２－１３－２ （後発調２）第2134号      平成29年12月 1日
     0475-36-7731  (0475-36-7732)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19193141074  ファーマみらい　茂原〒297-0033 （調基３）第189号         平成29年 8月 1日
     薬局 茂原市大芝５９９－１ （後発調２）第1978号      平成29年 6月 1日
     0475-36-2251  (0475-36-2252) （在薬）第2671号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19203141082  クオール薬局　東部台〒297-0015 （調基３）第187号         平成29年 4月 1日
     店 茂原市東部台２－２１－２１ （後発調２）第1934号      平成29年 3月 1日
     0475-25-4197  (0475-25-4197) （在薬）第2696号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19213141090  イオン薬局茂原店 〒297-0012 （調基１）第2155号        平成29年 3月 1日
     茂原市六ツ野字高師野２７９９－ （後発調２）第1938号      平成29年 5月 1日
     ４ （か薬）第1178号          平成29年12月 1日
     0475-24-6471  (0475-24-6472) （在薬）第2694号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19223141108  薬局タカサ茂原駅前店〒297-0023 （調基１）第2160号        平成29年 5月 1日
     茂原市千代田町１－３－１２ＷＡ （後発調１）第2931号      平成30年 3月 1日
     ＤＡビル１Ｆ （在薬）第2707号          平成29年 5月 1日
     0475-20-1000  (0475-26-1011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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  207

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 19233141116  市原薬局　大芝店 〒297-0033 （調基１）第2184号        平成29年 7月 1日
     茂原市大芝８３４－１
     0475-44-6566  (0475-44-6566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19243210028  有限会社ナガシマ薬局〒299-4212 （調基１）第398号         平成28年 4月 1日
     長生郡白子町古所３４１６ （在薬）第167号           平成10年 7月 1日
     0475-33-2035  (0475-33-5557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19253240033  ニシオ薬局 〒299-4301 （調基１）第107号         平成28年 4月 1日
     長生郡一宮町一宮９４０１ （在薬）第406号           平成11年12月 1日
     0475-42-6388  (0475-42-6216)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19263240041  有限会社いせや星野薬〒297-0121 （調基１）第159号         平成28年 4月 1日
     局　有限会社いせや星長生郡長南町長南２５７４ （後発調１）第1402号      平成28年 4月 1日
     野薬局 0475-46-0006  (0475-46-2556) （後発調２）第1961号      平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19273240082  カドセン薬局 〒299-4301 （調基１）第1891号        平成28年 4月 1日
     長生郡一宮町一宮２９９５－２
     0475-42-6527  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19283240116  たかはし薬局 〒297-0203
     長生郡長柄町国府里６３８－１
     0475-35-5015  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19293240124  ミサト薬局 〒297-0233 （調基１）第222号         平成28年 4月 1日
     長生郡長柄町六地蔵２１１－７ （後発調２）第1153号      平成28年 4月 1日
     0475-35-1555  (0475-35-1556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19303240140  株式会社メディカルフ〒299-4301 （調基１）第1134号        平成28年 4月 1日
     ァーマシィー　ミキ薬長生郡一宮町一宮３１０５ （後発調２）第1543号      平成28年 7月 1日
     局　千葉一宮店 0475-42-1801  (0475-42-1803) （在薬）第440号           平成12年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19313240165  ミサト薬局　白子店 〒299-4212 （調基１）第157号         平成28年 4月 1日
     長生郡白子町古所３２８０－３ （後発調２）第1622号      平成28年 8月 1日
     0475-30-3456  （在薬）第195号           平成10年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19323240199  有限会社シライコーポ〒299-4205 （調基１）第425号         平成28年 4月 1日
     レーション　しらい薬長生郡白子町南日当２５１５－１ （後発調２）第1177号      平成28年 4月 1日
     局　白子店 0475-30-2911  (0475-30-2912)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19333240215  有限会社　シライコー〒299-4327 （調基１）第810号         平成28年 4月 1日
     ポレーション　しらい長生郡長生村一松１２８１－１ （後発調２）第1277号      平成28年 4月 1日
     薬局　一松店 0475-32-5870  （在薬）第1031号          平成17年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19343240223  ヤックスドラッグ睦沢〒299-4413 （調基１）第1092号        平成28年 4月 1日
     薬局 長生郡睦沢町上之郷２０３５ （後発調１）第2736号      平成29年 7月 1日
     0475-40-9770  (0475-40-9771) （か薬）第932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

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  208

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 19353240249  ピース薬局 〒299-4301 （調基１）第95号          平成28年 4月 1日
     長生郡一宮町一宮２５５３－３ （後発調２）第2230号      平成30年 2月 1日
     0475-40-1796  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19363240256  株式会社大洋メディカ〒299-4301 （調基１）第1062号        平成28年 4月 1日
     ルサプライ　大洋薬局長生郡一宮町一宮２５５３－３－ （後発調２）第1375号      平成28年 4月 1日
     　一宮店 ２ （在薬）第2122号          平成25年 9月 9日
     0475-40-6611  (0475-40-6610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19373240272  五和薬品有限会社　薬〒297-0203 （調基１）第2135号        平成29年 4月 1日
     局スミレ　長柄店 長生郡長柄町国府里５３９ （調）第459号             平成29年 4月 1日
     0475-30-6655  (1475-30-6855) （後発調１）第2214号      平成28年 5月 1日
     （か薬）第148号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1317号          平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19383240280  株式会社千葉薬品　ヤ〒299-4333 （調基１）第1091号        平成28年 4月 1日
     ックスドラッグ　長生長生郡長生村七井土１８９８－４ （後発調１）第2765号      平成29年 8月 1日
     薬局 0475-30-0670  (0475-30-0671) （か薬）第966号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19393240306  株式会社　ハッピーセ〒297-0112 （調基１）第708号         平成28年 4月 1日
     ブン　すぎもと薬局 長生郡長南町米満字宿５－２ （在薬）第1620号          平成22年 4月 1日
     0475-46-2787  (0475-46-2787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19403240322  ひまわり薬局　睦沢店〒299-4403 （調基１）第2181号        平成29年 6月 1日
     長生郡睦沢町上市場１５０４－１ （後発調２）第1579号      平成28年 7月 1日
     0475-40-3622  (0475-40-3623) （か薬）第920号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1938号          平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19413240330  ヤックスドラッグ一宮〒299-4301 （調基１）第1089号        平成28年 4月 1日
     薬局 長生郡一宮町一宮２４４５－１ （後発調２）第1789号      平成28年12月 1日
     0475-40-6661  (0475-40-6662) （か薬）第965号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1907号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19423240348  ひまわり薬局　八積店〒299-4332 （調基１）第104号         平成28年 4月 1日
     長生郡長生村金田２５９１－１８ （後発調１）第2215号      平成28年 5月 1日
     0475-30-0061  (0475-30-0062) （か薬）第1085号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第1894号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19433240355  株式会社　昭和薬局 〒299-4403 （調基１）第1922号        平成28年 4月 1日
     長生郡睦沢町上市場９１０
     0475-44-0052  (0475-44-0052)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19443240371  ベル薬局　一宮海岸 〒299-4301 （調基１）第538号         平成28年 4月 1日
     長生郡一宮町一宮１０８８４－９ （後発調２）第1558号      平成28年 7月 1日
     0475-36-2677  (0475-36-2678) （在薬）第2326号          平成26年11月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考
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電話番号(ＦＡＸ番号)

 19453240389  みずほ薬局　長南店 〒297-0121 （調基１）第1894号        平成28年 4月 1日
     長生郡長南町長南２２５０－１ （在薬）第2349号          平成27年 2月17日
     0475-46-1811  (0475-46-1861)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19463240397  ヤックスドラッグ長南〒297-0115 （調基１）第1088号        平成28年 4月 1日
     薬局 長生郡長南町千田２６４ （後発調１）第2593号      平成29年 1月 1日
     0475-36-6271  (0475-36-6272)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19473540093  ほた薬局 〒299-1902 （調基１）第1459号        平成28年 4月 1日
     安房郡鋸南町保田２２３ （後発調２）第1814号      平成29年 1月 1日
     0470-55-2456  (0470-55-1953) （在薬）第40号            平成 8年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19483540226  みなみ薬局　勝山店 〒299-2117 （調基１）第1772号        平成28年 4月 1日
     安房郡鋸南町勝山３６６－２ （後発調２）第1496号      平成28年 6月 1日
     0470-50-1373  （在薬）第196号           平成10年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19493540267  キョウアイ薬局　勝山〒299-2117 （調基１）第892号         平成28年 4月 1日
     店 安房郡鋸南町勝山３５９－４ （在薬）第439号           平成11年12月 1日
     0470-50-1115  (0470-50-1116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19503540275  はしがみ薬局 〒299-1902 （調基１）第897号         平成28年 4月 1日
     安房郡鋸南町保田２８－２ （在調）第67号            平成24年 4月 1日
     0470-50-1175  (0470-50-1176) （在薬）第437号           平成11年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19513600095  丸加薬局 〒294-0056 （調基１）第267号         平成28年 4月 1日
     館山市船形９７４‐１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19523600129  なぎさ薬局 〒294-0047
     館山市八幡６２３‐２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19533640018  里見薬局 〒294-0056 （調基１）第131号         平成28年 4月 1日
     館山市船形４９３ （後発調２）第1144号      平成28年 4月 1日
     0470-27-5262  （在薬）第79号            平成 8年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19543640026  富沢薬局 〒294-0045 （調基１）第270号         平成28年 4月 1日
     館山市北条１８２１
     0470-22-3149  (0470-22-1753)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19553640216  有限会社ケア　ひまわ〒294-0034 （調基１）第1210号        平成28年 4月 1日
     り薬局 館山市沼１６１２ （調）第264号             平成28年 4月 1日
     0470-25-7277  (0470-25-7278) （後発調１）第2249号      平成28年 6月 1日
     （在調）第119号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第530号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第158号           平成10年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 19563640224  アライ薬局 〒294-0037 （調基１）第1672号        平成28年 4月 1日
     館山市長須賀７１３ （後発調２）第1392号      平成28年 4月 1日
     0470-25-7260  (0470-25-7265)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19573640232  五和薬品有限会社　ス〒294-0045 （調基１）第1683号        平成28年 4月 1日
     ミレ薬局 館山市北条２１９８－１１ （在薬）第717号           平成14年11月 1日
     0470-25-3385  (0470-25-3386)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19583640257  有限会社千葉メディカ〒294-0034 （調基２）第76号          平成28年 4月 1日
     ル　かしわざき薬局 館山市沼１６３０ （後発調１）第2341号      平成28年 7月 1日
     0470-23-9901  (0470-23-9903) （在調）第114号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第1080号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第610号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19593640265  株式会社みなみ　アー〒294-0045 （調基１）第1776号        平成28年 4月 1日
     クス薬局　西口店 館山市北条２８２５ （後発調２）第1743号      平成28年11月 1日
     0470-30-9300  (0470-30-9300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19603640273  株式会社みなみ　みな〒294-0045 （調基１）第591号         平成28年 4月 1日
     み薬局 館山市北条１６２５－４８ （後発調１）第2473号      平成28年10月 1日
     0470-23-3730  (0470-23-3885) （在薬）第910号           平成16年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19613640281  有限会社竹の屋薬局　〒294-0037 （調基１）第1176号        平成28年 4月 1日
     竹の屋薬局 館山市長須賀１２３
     0470-22-0002  (0470-22-1006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19623640307  有限会社　ケア　ひま〒294-0038 （調基１）第749号         平成28年 4月 1日
     わり薬局　城山店 館山市上真倉２２３９－１ （調）第311号             平成28年 4月 1日
     0470-25-5622  （後発調２）第2237号      平成30年 2月 1日
     （在調）第510号           平成28年10月 1日
     （か薬）第635号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第806号           平成15年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19633640315  ほうじょう薬局 〒294-0045 （調基１）第1456号        平成28年 4月 1日
     館山市北条１３５５－７ （後発調２）第1619号      平成28年 8月 1日
     0470-22-1220  (0470-22-1231) （在薬）第901号           平成16年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19643640323  五和薬品　有限会社　〒294-0006 （調基１）第1558号        平成28年 4月 1日
     スミレ薬局　九重店 館山市薗１７０－７ （調）第332号             平成28年 6月 1日
     0470-20-3855  (0470-24-9510) （在調）第117号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第665号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第1182号          平成18年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19653640331  有限会社　ＨＹＧＧＥ〒294-0045 （調基１）第167号         平成28年 4月 1日
     ．　オリーブ薬局 館山市北条字御霊４１－３ （在薬）第1376号          平成20年 4月 1日
     0470-24-6345  (0470-24-6345)
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 19663640356  たてやま薬局　駅前店〒294-0045 （調基１）第1454号        平成28年 4月 1日
     館山市北条２１８１－４ （後発調１）第2059号      平成28年 4月 1日
     0470-30-8581  (0470-30-8582) （か薬）第745号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第1194号          平成18年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19673640380  イオンリテール株式会〒294-0047 （調基１）第1750号        平成28年 4月 1日
     社　イオン薬局　館山館山市八幡５４５－１ （後発調２）第2088号      平成29年11月 1日
     店 0470-23-8132  (0470-23-8133) （か薬）第1236号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第2107号          平成25年 8月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19683640398  クオール薬局館山店 〒294-0045 （調基３）第47号          平成28年 4月 1日
     館山市北条２４１６－１７ （後発調１）第2440号      平成28年 9月 1日
     0470-25-5515  (0470-25-5516) （在調）第559号           平成28年12月 1日
     （か薬）第130号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1482号          平成20年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19693640406  有限会社　すみれ薬局〒294-0051 （調基１）第1204号        平成28年 4月 1日
     　すみれ薬局　館山店館山市正木７９５－１ （後発調１）第1918号      平成28年 4月 1日
     0470-27-6282  (0470-27-6291)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19703640448  さくら薬局　館山店 〒294-0018 （調基３）第21号          平成28年 4月 1日
     館山市国分９１１－１ （後発調１）第2857号      平成29年11月 1日
     0470-22-8778  (0470-20-1915) （在薬）第1662号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19713640455  さくら薬局　館山長須〒294-0037 （調基１）第333号         平成28年 4月 1日
     賀店 館山市長須賀１９５ （後発調２）第1189号      平成28年 4月 1日
     0470-24-2271  (0470-20-1912) （か薬）第1200号          平成29年12月 1日
     （在薬）第1663号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19723640463  館山調剤薬局 〒294-0045 （調基１）第1775号        平成28年 4月 1日
     館山市北条１８６６－７ （後発調１）第2217号      平成28年 5月 1日
     0470-24-3730  (0470-24-3730)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19733640489  アークス薬局 〒294-0045 （調基１）第1774号        平成28年 4月 1日
     館山市北条１７０８ （後発調２）第1438号      平成28年 4月 1日
     0470-24-0131  (0470-24-0131) （在薬）第1836号          平成23年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19743640497  安房薬局 〒294-0037 （調基１）第1893号        平成28年 4月 1日
     館山市長須賀２１４－９ （調）第183号             平成28年 4月 1日
     0470-22-0651  (0470-22-0687) （後発調２）第1166号      平成28年 4月 1日
     （在調）第204号           平成25年 9月 1日
     （か薬）第381号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2118号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19753640505  ウエルシア薬局館山安〒294-0005 （調基１）第640号         平成28年 4月 1日
     東店 館山市安東２２－１ （後発調２）第1238号      平成28年 4月 1日
     0470-20-3370  (0470-20-3371) （在薬）第2248号          平成26年 8月 1日
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 19763640513  館山中央公園薬局 〒294-0043 （調基１）第1175号        平成28年 4月 1日
     館山市安布里２１６－３ （後発調１）第1821号      平成28年 4月 1日
     0470-25-5250  (0470-25-5280) （在薬）第2364号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19773640521  くるみ薬局 〒294-0038 （調基１）第2013号        平成28年 9月 1日
     館山市上真倉３４２－２ （後発調２）第1797号      平成28年12月 1日
     0470-29-5505  (0470-29-5506) （在薬）第2571号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19783640539  原田薬局　西の浜店 〒294-0036 （調基１）第2224号        平成29年 9月17日
     館山市館山１０
     0470-22-4197  (0470-22-4198)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19793640547  サエラ薬局　館山店 〒294-0051 （調基３）第201号         平成30年 1月 1日
     館山市正木４３０４－９ （後発調２）第2211号      平成30年 1月 1日
     0470-20-5281  (0470-20-5282) （在調）第657号           平成30年 1月 1日
     （か薬）第1241号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第2853号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19803640554  サエラ薬局　館野店 〒294-0014 （調基３）第202号         平成30年 1月 1日
     館山市山本１１９２－１ （後発調２）第2212号      平成30年 1月 1日
     0470-30-8022  (0470-30-8023) （在調）第658号           平成30年 1月 1日
     （か薬）第1243号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第2854号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19813700150  鋤柄薬局 〒298-0213
     夷隅郡大多喜町桜台１１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19823710084  有限会社補生堂　補生〒299-5102 （調基１）第1223号        平成28年 4月 1日
     堂薬局 夷隅郡御宿町久保２２２１－４ （在薬）第379号           平成11年11月 1日
     0470-68-2097  (0470-68-7500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19833740263  有限会社ジェーズコー〒298-0207 （調基１）第806号         平成28年 4月 1日
     ポレーション　きらら夷隅郡大多喜町泉水神明下６５１ （後発調２）第1547号      平成28年 7月 1日
     薬局 0470-82-5454  (0470-82-5457) （在調）第60号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第190号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第718号           平成14年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19843740271  みどりヶ丘薬局　大多〒298-0215 （調基１）第1273号        平成28年 4月 1日
     喜店 夷隅郡大多喜町久保１０９－８ （後発調２）第1648号      平成28年 9月 1日
     0470-82-5272  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19853740339  ヤックスドラッグ大多〒298-0204 （調基１）第1087号        平成28年 4月 1日
     喜薬局 夷隅郡大多喜町船子８５５ （後発調１）第2880号      平成29年12月 1日
     0470-82-8808  (0470-82-8809)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 19863740347  ウエルシア薬局大多喜〒298-0204 （調基１）第641号         平成28年 4月 1日
     船子店 夷隅郡大多喜町船子８６５－１ （後発調１）第2370号      平成28年 8月 1日
     0470-80-0501  (0470-80-0502) （在薬）第2255号          平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19873810033  株式会社　白石薬局 〒299-5233 （調基１）第62号          平成28年 4月 1日
     勝浦市浜勝浦３１８
     0470-73-0032  (0470-73-8823)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19883810058  有限会社　原薬局 〒299-5245 （調基１）第196号         平成28年 4月 1日
     勝浦市興津２６７２
     0470-76-0004  (0470-76-0881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19893840014  有限会社　きくや薬局〒299-5225 （調基１）第1833号        平成28年 4月 1日
     勝浦市墨名７９１
     0470-73-1066  (0470-73-9798)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19903840063  有限会社フジヒラ薬局〒299-5225 （調基１）第877号         平成28年 4月 1日
     　駅前店 勝浦市墨名２６２－１ （か薬）第930号           平成29年 2月 1日
     0470-73-8601  (0470-73-8602) （在薬）第216号           平成11年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19913840071  有限会社フジヒラ薬局〒299-5225 （調基１）第878号         平成28年 4月 1日
     　有限会社フジヒラ薬勝浦市墨名４８５－１２３ （後発調２）第1779号      平成28年12月 1日
     局　若潮店 0470-73-3841  (0470-73-8455) （在薬）第884号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19923840113  五和薬品有限会社　ス〒299-5235 （調基２）第81号          平成28年 4月 1日
     ミレ薬局勝浦店 勝浦市出水１２２４－１ （在調）第165号           平成24年 7月 1日
     0470-62-6252  (0470-62-6253) （か薬）第1049号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第1585号          平成21年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19933840121  君塚薬局 〒299-5211 （調基１）第808号         平成28年 4月 1日
     勝浦市松野４４５－４ （後発調１）第1727号      平成28年 4月 1日
     0470-77-0039  (0470-77-0039)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19943900032  久保薬局 〒296-0044 （調基１）第1982号        平成28年 6月 1日
     鴨川市広場１７０４
     04709-2-0621  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19953940095  西野薬局 〒296-0001 （調基１）第1685号        平成28年 4月 1日
     鴨川市横渚７２１ （在薬）第159号           平成10年 4月 1日
     04-7093-5081  (04-7093-0559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19963940160  タニ薬局 〒296-0001 （調基１）第568号         平成28年 4月 1日
     鴨川市横渚６９９－１０ （後発調１）第2676号      平成29年 5月 1日
     0470-92-0234  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 19973940186  なのはな薬局 〒296-0004 （調基１）第124号         平成28年 4月 1日
     鴨川市貝渚５４－１ （後発調２）第1735号      平成28年11月 1日
     04-7093-0787  (04-7093-7081) （在薬）第652号           平成14年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19983940210  有限会社川上商店　川〒296-0104 （調基１）第1632号        平成28年 4月 1日
     上回新堂薬局 鴨川市南小町７７２－３
     0470-97-1133  (04-7097-0641)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19993940236  有限会社安川薬局　安〒296-0121 （調基１）第142号         平成28年 4月 1日
     川薬局 鴨川市大川面１００３－１ （後発調１）第2648号      平成29年 4月 1日
     04-7097-1777  (04-7097-1778) （か薬）第952号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第369号           平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20003940251  有限会社オキナヤ薬局〒299-2841 （調基１）第567号         平成28年 4月 1日
     　オキナヤ薬局 鴨川市西江見２１
     04-7096-0023  (04-7096-0237)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20013941010  小湊薬局 〒299-5501
     鴨川市小湊３９
     04709-5-2320  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20023941028  斉藤薬局 〒299-2862 （調基１）第48号          平成28年 4月 1日
     鴨川市太海２００９－１ （在薬）第1418号          平成20年 4月 1日
     04-7092-0682  (04-7093-4328)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20033941036  株式会社千葉薬品　ヤ〒296-0112 （調基１）第1086号        平成28年 4月 1日
     ックスドラッグ鴨川長鴨川市宮山１７０７ （後発調１）第2946号      平成30年 3月 1日
     狭薬局 04-7099-8273  (04-7099-8274)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20043941044  株式会社みなみ　みな〒296-0001 （調基１）第1777号        平成28年 4月 1日
     み薬局　鴨川店 鴨川市横渚８７０－４ （後発調１）第2219号      平成28年 5月 1日
     04-7098-3730  (04-7098-3731) （在薬）第1901号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20053941051  有限会社フジヒラ薬局〒296-0001 （調基１）第879号         平成28年 4月 1日
     　有限会社フジヒラ薬鴨川市横渚９７０－１ （後発調２）第1246号      平成28年 4月 1日
     局　鴨川店 04-7092-1951  (04-7092-1941) （か薬）第885号           平成28年12月 1日
     （在薬）第1218号          平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20063941077  ヤックスドラッグ鴨川〒296-0001 （調基１）第1085号        平成28年 4月 1日
     薬局 鴨川市横渚字鎌田１０５ （調）第256号             平成28年 4月 1日
     0470-99-2121  (0470-99-2122) （後発調２）第2226号      平成30年 2月 1日
     （薬菌）第61号            平成24年 8月 1日
     （在調）第448号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第516号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1838号          平成24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
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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  215

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 20073941085  アマツ調剤薬局 〒299-5503 （調基１）第212号         平成28年 4月 1日
     鴨川市天津１１４３－４ （後発調１）第2472号      平成28年10月 1日
     04-7094-0727  (04-7094-0727) （か薬）第759号           平成28年 9月 1日
     （在薬）第1769号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20083941093  アニマート薬局 〒296-0001 （調基１）第790号         平成28年 4月 1日
     鴨川市横渚２６７－１ （後発調２）第1585号      平成28年 7月 1日
     04-7094-5337  (04-7094-5337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20093941101  鴨川鈴薬局 〒296-0044 （調基１）第1559号        平成28年 4月 1日
     鴨川市広場１３３４－９ （調）第16号              平成28年 4月 1日
     04-7093-7087  (04-7093-7107) （後発調１）第2434号      平成28年 9月 1日
     （在調）第418号           平成28年 1月 1日
     （か薬）第49号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第2230号          平成26年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20104140125  セタ薬局 〒285-0922 （調基１）第57号          平成28年 4月 1日
     印旛郡酒々井町中央台１‐９‐５ （後発調１）第1415号      平成28年 4月 1日
     0434-96-5859  （在薬）第383号           平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20114140265  有限会社エムティーエ〒270-1516 （調基特１）第1号         平成29年 2月 1日
     ス　栄町薬局 印旛郡栄町安食２４２１－８５ （調）第444号             平成29年 3月 1日
     0476-95-8228  (0476-95-8229) （後発調２）第1576号      平成28年 7月 1日
     （か薬）第146号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第566号           平成13年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20124140380  麻生薬局 〒270-1515
     印旛郡栄町安食台６－９－４
     0476-95-6321  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20134140505  酒々井薬局 〒285-0922 （調基１）第1855号        平成28年 4月 1日
     印旛郡酒々井町中央台２－２５－ （後発調１）第2720号      平成29年 7月 1日
     ２若葉ビル１Ｆ （在薬）第1581号          平成21年12月 1日
     043-496-7001  (043-496-7021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20144140513  有限会社うすだ　オリ〒270-1516 （調基１）第147号         平成28年 4月 1日
     ーブ薬局 印旛郡栄町安食３６３９－１ （在薬）第385号           平成11年11月 1日
     0476-80-1082  (0476-80-1083)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20154140554  薬局くすりの福太郎　〒270-2327 （調基１）第1379号        平成28年 4月 1日
     本埜店 印西市竜腹寺３５０ （後発調２）第2068号      平成29年10月 1日
     0476-97-5702  （在薬）第1229号          平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20164140570  ひまわり薬局 〒285-0923 （調基１）第125号         平成28年 4月 1日
     印旛郡酒々井町東酒々井１－１－ （後発調１）第2452号      平成28年10月 1日
     ７３
     043-496-9705  (043-496-9706)



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
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月28日  216

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 20174140638  有限会社オフィスビー〒270-1605 （調基１）第723号         平成28年 4月 1日
     ン　みのり薬局 印西市平賀３７７６－２ （後発調１）第1699号      平成28年 4月 1日
     0476-80-3241  (0476-80-3242) （在薬）第886号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20184140646  株式会社　ＭＩＹＡＭ〒270-1513 （調基１）第1号           平成28年 4月 1日
     Ｏ　いろは薬局 印旛郡栄町酒直４６４－８ （か薬）第473号           平成28年 4月 1日
     0476-80-2151  （在薬）第1011号          平成17年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20194140653  薬局マツモトキヨシ　〒270-1613 （調基１）第958号         平成28年 4月 1日
     印旛日本医大駅前店 印西市大字鎌苅中野峠２０８９－ （後発調１）第2656号      平成29年 4月 1日
     ３ （か薬）第1246号          平成30年 2月 1日
     0476-98-2811  (0476-98-2811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20204140661  幸田薬局北総店 〒270-1613 （調基１）第176号         平成28年 4月 1日
     印西市鎌苅字中野峠２０９４－８
     0476-80-3050  (0476-98-3900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20214140695  たから薬局北総店 〒270-1613 （調基１）第996号         平成28年 4月 1日
     印西市鎌苅２０９２－１ （在薬）第990号           平成17年 6月 1日
     0476-80-5589  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20224140786  株式会社ファーマプラ〒285-0923 （調基１）第2147号        平成29年 4月 1日
     ス　友愛薬局　酒々井印旛郡酒々井町東酒々井１－１－ （か薬）第763号           平成28年 9月 1日
     店 １３１ （在薬）第1268号          平成19年 4月 1日
     043-497-0161  (043-497-0162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20234140794  株式会社あけぼの　あ〒270-1613 （調基１）第1691号        平成28年 4月 1日
     けぼの薬局　北総店 印西市鎌苅１９６９ （後発調２）第2283号      平成30年 3月 1日
     0476-99-0220  (0476-99-3220) （在薬）第1349号          平成20年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20244140802  アイワ薬局　酒々井店〒285-0922 （調基１）第1735号        平成28年 4月 1日
     印旛郡酒々井町中央台２－１９－ （調）第539号             平成29年 8月 1日
     １７ （後発調２）第1501号      平成28年 6月 1日
     043-496-6868  (043-496-6868) （か薬）第613号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1834号          平成23年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20254140810  栄町薬局安食駅前店 〒270-1516 （調基１）第435号         平成28年 4月 1日
     印旛郡栄町安食２－３－９ （調）第507号             平成29年 7月 1日
     0476-80-2740  (0476-80-2741) （後発調２）第1661号      平成28年 9月 1日
     （在調）第157号           平成24年 6月 1日
     （か薬）第886号           平成29年 1月 1日
     （在薬）第1820号          平成23年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20264140828  わかな薬局しすい店 〒285-0922 （調基１）第266号         平成28年 4月 1日
     印旛郡酒々井町中央台２－１８－ （後発調２）第1213号      平成28年 4月 1日
     １８
     043-481-7117  (043-481-7118)
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 20274140836  コーセー薬局酒々井店〒285-0922 （調基１）第1975号        平成28年 6月 1日
     印旛郡酒々井町中央台２－２－２ （後発調２）第1581号      平成28年 7月 1日
     043-312-8831  (043-312-8421)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20284200036  幸田薬局　京成佐倉駅〒285-0014 （調基１）第178号         平成28年 4月 1日
     前店 佐倉市栄町８‐５
     043-484-0813  (043-484-0820)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20294200069  さくら薬局 〒285-0843 （調基１）第1926号        平成28年 4月 1日
     佐倉市中志津４－１－２５
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20304210027  株式会社幸田薬局 〒285-0038 （調基１）第179号         平成28年 4月 1日
     佐倉市弥勒町１０８
     043-484-0017  (043-484-3126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20314240057  有限会社　本町薬局 〒285-0037 （調基１）第141号         平成28年 4月 1日
     佐倉市本町８２‐２４ （後発調１）第2273号      平成28年 6月 1日
     0434-86-0707  (043-486-7539)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20324240131  王子薬局 〒285-0837 （調基１）第1850号        平成28年 4月 1日
     佐倉市王子台３‐５‐１１
     0434-61-2698  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20334240149  田中薬局 〒285-0846 （調基１）第484号         平成28年 4月 1日
     佐倉市上志津１７６４‐５オーケ （在薬）第2551号          平成28年 9月 5日
     ー志津店２Ｆ
     043-462-3700  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20344240214  さつき薬局 〒285-0837 （調基１）第175号         平成28年 4月 1日
     佐倉市王子台１‐２４‐３７ （後発調２）第1147号      平成28年 4月 1日
     0434-62-0707  (043-462-2122) （在薬）第821号           平成16年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20354240263  有限会社第一調剤薬局〒285-0858 （調基１）第59号          平成28年 4月 1日
     　有限会社第一調剤薬佐倉市ユーカリが丘６‐４‐７ （後発調１）第1416号      平成28年 4月 1日
     局 043-462-3777  (043-462-3778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20364240297  宝珠堂薬局 〒285-0817 （調基１）第1832号        平成28年 4月 1日
     佐倉市大崎台１ー２０ー１４
     0434-86-8939  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20374240313  有限会社サイトウ薬局〒285-0843 （調基１）第1609号        平成28年 4月 1日
     　サイトウ薬局 佐倉市中志津２－１４－３ （後発調１）第2364号      平成28年 8月 1日
     043-461-2371  (043-461-5480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 20384240339  海上商事株式会社　レ〒285-0817 （調基１）第876号         平成28年 4月 1日
     モン薬局 佐倉市大崎台４‐３‐５ （調）第361号             平成28年 7月 1日
     043-484-3834  (043-484-3867) （後発調２）第1662号      平成28年 9月 1日
     （か薬）第468号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第420号           平成11年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20394240347  日本調剤株式会社　日〒285-0858 （調基１）第600号         平成28年 4月 1日
     本調剤ユーカリ薬局 佐倉市ユーカリが丘４－１－１　 （調）第242号             平成28年 4月 1日
     ウエストタワー２Ｆ （後発調２）第2241号      平成30年 2月 1日
     0434-63-1601  (043-463-1603) （薬菌）第149号           平成28年 8月 1日
     （在調）第294号           平成26年 8月 1日
     （か薬）第504号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第432号           平成11年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20404240404  ファインエンドー薬局〒285-0837 （調基１）第194号         平成28年 4月 1日
     佐倉市王子台１‐２４‐２０ （後発調２）第1150号      平成28年 4月 1日
     043-462-3226  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20414240438  かおる薬局 〒285-0846 （調基１）第331号         平成28年 4月 1日
     佐倉市上志津１７６６－２０
     043-461-9977  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20424240479  江原台薬局 〒285-0825 （調基１）第1892号        平成28年 4月 1日
     佐倉市江原台１‐２２‐６ （後発調２）第2264号      平成30年 3月 1日
     043-486-9307  (043-486-9121) （か薬）第139号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1527号          平成21年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20434240487  幸田薬局　臼井駅前店〒285-0837 （調基１）第177号         平成28年 4月 1日
     佐倉市王子台１ー２２ー１１
     043-461-4641  (043-489-3824)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20444240511  大洋薬局　佐倉店 〒285-0014 （調基１）第1070号        平成28年 4月 1日
     佐倉市栄町２１－１７スワンレイ （在薬）第781号           平成15年 6月 1日
     ク佐倉１Ｆ
     043-486-9901  (043-486-9903)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20454240628  株式会社健栄　コスモ〒285-0846 （調基１）第1868号        平成28年 4月 1日
     ス薬局　志津駅前店 佐倉市上志津１６５６－１８コー （後発調１）第2159号      平成28年 4月 1日
     ヨービル１階 （在調）第87号            平成24年 4月 1日
     043-463-3981  (043-463-3980) （か薬）第97号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第659号           平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20464240651  株式会社シフト　なの〒285-0845 （調基１）第991号         平成28年 4月 1日
     はな薬局　西志津店 佐倉市西志津３－２－２ （在薬）第1022号          平成17年10月 1日
     043-463-5660  (043-463-5661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 20474240677  表町薬局 〒285-0811 （調基１）第1137号        平成28年 4月 1日
     佐倉市表町３－１９－７ （調）第285号             平成28年 4月 1日
     043-483-2377  (043-483-2378) （在調）第248号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第580号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第719号           平成14年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20484240685  五十路薬局 〒285-0811 （調基１）第4号           平成28年 4月 1日
     佐倉市表町１－１７－９
     043-486-4033  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20494240735  しらかば薬局 〒285-0854 （調基１）第922号         平成28年 4月 1日
     佐倉市上座５５９－８２ （後発調１）第1811号      平成28年 4月 1日
     043-463-0527  (043-463-0527) （在薬）第751号           平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20504240792  有限会社芙美　志津の〒285-0844 （調基１）第841号         平成28年 4月 1日
     森薬局 佐倉市上志津原３４－３
     043-488-3331  (043-488-3331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20514240818  日本調剤株式会社　日〒285-0841 （調基１）第599号         平成28年 4月 1日
     本調剤　下志津薬局 佐倉市下志津５９６－１－１ （調）第147号             平成28年 4月 1日
     043-460-7621  (043-460-7623) （後発調１）第2685号      平成29年 5月 1日
     （在調）第498号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第335号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第711号           平成14年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20524240826  株式会社健栄　健栄鏑〒285-0025 （調基１）第1097号        平成28年 4月 1日
     木薬局 佐倉市鏑木町２７２－１ （調）第249号             平成28年 4月 1日
     043-485-8755  (043-486-3217) （後発調１）第2431号      平成28年 9月 1日
     （在調）第341号           平成27年 3月 1日
     （か薬）第510号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第662号           平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20534240842  株式会社ツジコーポレ〒285-0045 （調基１）第1586号        平成28年 4月 1日
     ーション　ペンギン薬佐倉市白銀３－３－１ （後発調２）第1416号      平成28年 4月 1日
     局 043-481-0005  (043-481-0009) （在薬）第768号           平成15年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20544240859  株式会社くすりの福太〒285-0837 （調基１）第1372号        平成28年 4月 1日
     郎　薬局くすりの福太佐倉市王子台３－１－８うめやビ （在薬）第1243号          平成19年 1月 1日
     郎　臼井駅前店 ル１Ｆ
     043-460-1153  (043-460-1153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20554240867  有限会社オーツキ薬局〒285-0846 （調基１）第1796号        平成28年 4月 1日
     　有限会社オーツキ薬佐倉市上志津１６６０ （後発調１）第2741号      平成29年 7月 1日
     局 043-487-1543  （在薬）第1877号          平成24年 3月29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  220

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 20564240883  株式会社アシスト　あ〒285-0841 （調基２）第87号          平成28年 4月 1日
     やめ薬局　下志津店 佐倉市下志津２６６－１１ （在薬）第911号           平成16年 7月 1日
     043-460-8585  (043-460-8900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20574240917  清宮薬局　南口店 〒285-0817 （調基１）第771号         平成28年 4月 1日
     佐倉市大崎台１－２－９
     043-483-3668  (043-483-3668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20584240941  ウエルシア薬局　佐倉〒285-0831 （調基１）第667号         平成28年 4月 1日
     染井野店 佐倉市染井野３－３９－１ （後発調１）第2695号      平成29年 6月 1日
     043-460-2881  (043-460-2882) （在薬）第2289号          平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20594240974  ウエルシア薬局　ユー〒285-0854 （調基１）第669号         平成28年 4月 1日
     カリが丘店 佐倉市上座５８８－１９ （後発調２）第1234号      平成28年 4月 1日
     043-460-5333  (043-460-5334) （在薬）第1115号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20604241022  佐倉メロン薬局 〒285-0825 （調基１）第1493号        平成28年 4月 1日
     佐倉市江原台１－２４－７ （後発調１）第2572号      平成29年 1月 1日
     043-483-1880  (043-483-1881) （在薬）第2578号          平成28年 9月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20614241030  日本調剤　そめい野薬〒285-0831 （調基１）第1405号        平成28年 4月 1日
     局 佐倉市染井野５－２９－３ （調）第146号             平成28年 4月 1日
     043-460-1581  (043-460-1582) （後発調２）第1346号      平成28年 4月 1日
     （在調）第497号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第334号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第968号           平成17年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20624241048  ウエルシア薬局ユーカ〒285-0858 （調基１）第672号         平成28年 4月 1日
     リが丘２号店 佐倉市ユーカリが丘３－３－１３ （後発調１）第2418号      平成28年 9月 1日
     043-460-8873  (043-460-8879) （か薬）第1010号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第2290号          平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20634241071  日本調剤　志津薬局 〒285-0846 （調基特１）第6号         平成29年11月 1日
     佐倉市上志津１６６３－８ （調）第577号             平成29年11月 1日
     043-460-4430  (043-489-5564) （在調）第388号           平成27年10月 1日
     （か薬）第317号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1027号          平成17年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20644241089  あんず薬局 〒285-0845 （調基１）第585号         平成28年 4月 1日
     佐倉市西志津８－７－２５ （か薬）第13号            平成28年 4月 1日
     043-460-5280  (043-460-5280)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20654241113  大洋薬局　志津店 〒285-0846 （調基１）第1063号        平成28年 4月 1日
     佐倉市上志津１６６５－１ （後発調２）第1376号      平成28年 4月 1日
     043-460-1711  (043-460-1712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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  221

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 20664241121  株式会社ハタファーマ〒285-0855 （調基１）第134号         平成28年 4月 1日
     シー　みつば薬局 佐倉市井野１５５３－２
     043-460-2132  (043-460-2135)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20674241139  株式会社ＪＡＭ　あや〒285-0841 （調基１）第1408号        平成28年 4月 1日
     め城西薬局 佐倉市下志津２１８－１ （調）第574号             平成29年11月 1日
     043-460-8544  (043-460-8545) （後発調２）第1358号      平成28年 4月 1日
     （在調）第640号           平成29年11月 1日
     （か薬）第1117号          平成29年10月 1日
     （在薬）第1432号          平成20年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20684241147  株式会社桜井ファーマ〒285-0837 （調基１）第1498号        平成28年 4月 1日
     シー　わかくさ薬局 佐倉市王子台４－２８－１２　Ｔ （在調）第126号           平成24年 4月 1日
     第一ビル１Ｆ （在薬）第1423号          平成20年 6月 1日
     043-464-7766  (043-464-7767)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20694241154  ウエルシア薬局　佐倉〒285-0837 （調基１）第685号         平成28年 4月 1日
     王子台店 佐倉市王子台４－１４－１ （後発調１）第2552号      平成28年12月 1日
     043-460-0171  （在薬）第2297号          平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20704241162  株式会社ＪＡＭ　あや〒285-0825 （調基２）第85号          平成28年 4月 1日
     め薬局　江原台店 佐倉市江原台１－３２－７ （後発調２）第1795号      平成28年12月 1日
     043-483-7785  (043-483-7786) （在薬）第1433号          平成20年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20714241170  クオール薬局　宮ノ台〒285-0857 （調基１）第925号         平成28年 4月 1日
     店 佐倉市宮ノ台２－１－２ （後発調２）第1794号      平成28年12月 1日
     043-462-2920  (043-462-2921) （か薬）第766号           平成28年 9月 1日
     （在薬）第1325号          平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20724241196  株式会社おゆみ薬局　〒285-0843 （調基１）第22号          平成28年 4月 1日
     しづな薬局 佐倉市中志津３－１６－１４ （後発調１）第1397号      平成28年 4月 1日
     043-487-1192  (043-487-1194) （在薬）第1345号          平成20年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20734241204  有限会社つくし　コー〒285-0861 （調基１）第109号         平成28年 4月 1日
     セー薬局　江原台店 佐倉市臼井田５１３－４ （後発調１）第2512号      平成28年11月 1日
     043-485-1250  (043-485-1251) （在薬）第1386号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20744241212  まごころ薬局 〒285-0811 （調基１）第1898号        平成28年 4月 1日
     佐倉市表町３－２０－１　セレー （後発調１）第2383号      平成28年 8月 1日
     ノ１０１ （薬菌）第108号           平成27年 1月 1日
     043-483-5770  (043-483-5771) （在調）第123号           平成24年 4月 1日
     （在薬）第1460号          平成20年 8月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20754241220  株式会社　フタバ薬局〒285-0817 （調基２）第111号         平成28年 4月 1日
     　株式会社　フタバ薬佐倉市大崎台１－７－５
     局 043-485-1919  



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  222

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 20764241246  株式会社カワチ薬品　〒285-0831 （調基１）第120号         平成28年 4月 1日
     カワチ薬局　そめい野佐倉市染井野４－８－１
     店 043-460-2201  (043-460-2202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20774241253  株式会社友愛メディカ〒285-0817 （調基２）第90号          平成28年 4月 1日
     ル　友愛薬局　佐倉店佐倉市大崎台１－１４－１ （後発調１）第2238号      平成28年 6月 1日
     043-484-7111  (043-484-7525) （在薬）第1596号          平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20784241261  ウエルシア薬局　佐倉〒285-0025 （調基１）第609号         平成28年 4月 1日
     鏑木店 佐倉市鏑木町字仲田４０６－３ （後発調２）第2111号      平成29年12月 1日
     043-481-0621  (043-481-0622) （か薬）第1137号          平成29年11月 1日
     （在薬）第1681号          平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20794241279  さくら薬局　佐倉王子〒285-0837 （調基１）第356号         平成28年 4月 1日
     台店 佐倉市王子台３－６－１４ （調）第370号             平成28年 8月 1日
     043-463-1222  (043-463-1042) （後発調２）第1179号      平成28年 4月 1日
     （在調）第495号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第600号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1664号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20804241287  さくら薬局　佐倉南ユ〒285-0859 （調基１）第357号         平成28年 4月 1日
     ーカリが丘店 佐倉市南ユーカリが丘１－１スカ （在調）第575号           平成29年 3月 1日
     イプラザ・ステーションタワー１ （か薬）第622号           平成28年 4月 1日
     Ｆ （在薬）第1674号          平成22年 4月 1日
     043-460-2567  (043-460-2568)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20814241295  さくら薬局　下志津店〒285-0841 （調基３）第10号          平成28年 4月 1日
     佐倉市下志津字大口７８０－２ （在調）第496号           平成28年 8月 1日
     043-460-1881  (043-460-1882) （か薬）第621号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1665号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20824241352  はつほ薬局 〒285-0836 （調基１）第1030号        平成28年 4月 1日
     佐倉市生谷１６１１－１７ （後発調２）第1372号      平成28年 4月 1日
     043-461-3263  (043-461-3072) （薬菌）第50号            平成24年 2月 1日
     （在調）第111号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第1007号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第1855号          平成24年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20834241360  ヤックスドラッグ佐倉〒285-0807 （調基１）第1082号        平成28年 4月 1日
     山王薬局 佐倉市山王１－９－３ （調）第257号             平成28年 4月 1日
     043-483-8101  (043-483-8102) （薬菌）第59号            平成24年 4月 1日
     （在調）第124号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第517号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1920号          平成24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  223

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 20844241386  水戸薬局上志津店 〒285-0846 （調基１）第737号         平成28年 4月 1日
     佐倉市上志津２００６－３ （後発調１）第1703号      平成28年 4月 1日
     043-310-7087  (043-310-7088) （か薬）第26号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第2130号          平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20854241394  みずき薬局佐倉店 〒285-0815 （調基１）第1098号        平成28年 4月 1日
     佐倉市城３４３－３プチモンドさ （調）第554号             平成29年 9月 1日
     くら１－Ｄ （後発調２）第2101号      平成29年11月 1日
     043-309-9267  (043-309-9268) （在調）第602号           平成29年 8月 1日
     （か薬）第776号           平成28年10月 1日
     （在薬）第2210号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20864241402  エンゼル薬局佐倉店 〒285-0837 （調基１）第365号         平成28年 4月 1日
     佐倉市王子台４－１７－３ （後発調２）第1204号      平成28年 4月 1日
     043-488-5450  (043-488-5451) （か薬）第1088号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20874241428  みずき薬局　上志津店〒285-0846 （調基２）第73号          平成28年 4月 1日
     佐倉市上志津１６８７－４ （後発調２）第2036号      平成29年 9月 1日
     043-420-8510  (043-420-8508) （在調）第520号           平成28年11月 1日
     （か薬）第777号           平成28年10月 1日
     （在薬）第2275号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20884241436  ユーカリヨン薬局 〒285-0857 （調基１）第1815号        平成28年 4月 1日
     佐倉市宮ノ台６－４ （後発調２）第1444号      平成28年 4月 1日
     043-312-2473  (043-312-2483) （か薬）第1030号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第2286号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20894241444  ヤックスドラッグ佐倉〒285-0819 （調基１）第1081号        平成28年 4月 1日
     寺崎薬局 佐倉市寺崎北２－２－１ （か薬）第912号           平成29年 4月 1日
     043-497-6513  (043-497-6523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20904241451  そら薬局ユーカリが丘〒285-0859 （調基１）第1187号        平成28年 4月 1日
     店 佐倉市南ユーカリが丘１５－１ （調）第496号             平成29年 5月 1日
     043-312-0717  (043-312-0718) （後発調１）第1900号      平成28年 4月 1日
     （在調）第352号           平成27年 5月 1日
     （か薬）第1001号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第2366号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20914241469  小江戸薬局 〒285-0014 （調基１）第805号         平成28年 4月 1日
     佐倉市栄町２１－１５ファミール （調）第490号             平成29年 5月 1日
     佐倉１Ｆ （後発調２）第2171号      平成30年 1月 1日
     043-483-6650  (043-483-6651) （か薬）第992号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第2653号          平成28年12月20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  224

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 20924241477  あけぼの薬局　ユーカ〒285-0850 （調基１）第1312号        平成28年 4月 1日
     リが丘店 佐倉市西ユーカリが丘７－１－２ （後発調２）第1319号      平成28年 4月 1日
     043-460-4189  (043-460-4193) （在調）第622号           平成29年10月 1日
     （か薬）第154号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2410号          平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20934241485  なごみ薬局 〒285-0845 （調基１）第207号         平成28年 4月 1日
     佐倉市西志津６－２－１６ （在薬）第2421号          平成27年10月 1日
     043-312-3751  (043-312-3752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20944241493  ウエルシア薬局佐倉西〒285-0845 （調基１）第648号         平成28年 4月 1日
     志津店 佐倉市西志津２－２２－４８ （後発調２）第1834号      平成29年 2月 1日
     043-464-0031  (043-464-0032) （在薬）第2474号          平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20954241519  たかしん薬局佐倉店 〒285-0819 （調基１）第1656号        平成28年 4月 1日
     佐倉市寺崎北１－６－９ （調）第525号             平成29年 7月 1日
     043-310-6671  (043-310-6672) （後発調２）第1796号      平成28年12月 1日
     （か薬）第1020号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第2502号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20964241527  タカダ薬局　志津店 〒285-0846 （調基１）第1985号        平成28年 6月 1日
     佐倉市上志津１７８５－１ （後発調１）第2751号      平成29年 8月 1日
     043-309-7525  (043-461-3181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20974241535  イオン薬局臼井店 〒285-0837 （調基３）第160号         平成28年 6月15日
     佐倉市王子台１－２３ （後発調１）第2718号      平成29年 6月 1日
     043-420-8195  (043-420-8196) （か薬）第1182号          平成29年12月 1日
     （在薬）第2527号          平成28年 6月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20984241543  イオン薬局イオンスタ〒285-0850 （調基１）第2124号        平成29年 4月 1日
     イルユーカリが丘 佐倉市西ユーカリが丘６－１２－ （後発調２）第2242号      平成30年 2月 1日
     ３ （か薬）第1185号          平成29年12月 1日
     043-489-1950  (043-489-1951) （在薬）第2535号          平成28年 5月30日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20994241550  ウエルシア薬局佐倉寺〒285-0819 （調基１）第2000号        平成28年 7月 1日
     崎店 佐倉市寺崎北１－７－３ （後発調１）第2549号      平成28年12月 1日
     043-483-7601  (043-483-7602) （在薬）第2542号          平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21004241568  アイセイ薬局　臼井店〒285-0837 （調基１）第2048号        平成28年10月 1日
     佐倉市王子台１－２０－１２ （調）第409号             平成28年10月 1日
     043-460-3351  (043-460-3352) （後発調２）第2292号      平成30年 3月 1日
     （在調）第533号           平成28年10月 1日
     （か薬）第840号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2612号          平成28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  225

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 21014241576  コーセー薬局　臼井店〒285-0836 （調基１）第2082号        平成29年 1月 1日
     佐倉市生谷１５５４－１７ （後発調１）第2680号      平成29年 5月 1日
     043-497-4671  (043-463-9901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21024241584  ウエルシア薬局佐倉志〒285-0846 （調基１）第2144号        平成29年 4月 1日
     津店 佐倉市上志津１６０２－１ （後発調２）第2002号      平成29年 8月 1日
     043-463-5011  (043-463-5012) （在薬）第2689号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21034241592  にこにこ薬局本店 〒285-0837 （調基１）第2210号        平成29年 8月 9日
     佐倉市王子台３－２－９ （在薬）第2851号          平成30年 1月29日
     043-312-2233  (043-312-2277)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21044241600  杏薬局 〒285-0855 （調基１）第2230号        平成29年10月 1日
     佐倉市井野１３８４－１５ （後発調２）第2054号      平成29年10月 1日
     043-310-6921  (043-310-6923)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21054241618  薬局くすりの福太郎　〒285-0858 （調基１）第2264号        平成29年12月 1日
     ユーカリが丘店 佐倉市ユーカリが丘４－１－１ス （後発調１）第2941号      平成30年 3月 1日
     カイプラザモール１階 （在薬）第2826号          平成29年12月 1日
     043-463-2729  (043-463-2737)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21064241626  村上薬局 〒285-0807 （調基１）第2285号        平成29年12月 1日
     佐倉市山王１－３９－８ （後発調２）第2287号      平成30年 3月 1日
     043-485-8815  (043-485-8768) （在薬）第2842号          平成29年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21074310025  有限会社木内薬局 〒286-0027
     成田市仲町３８８
     0476-22-2337  (0476-22-4336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21084340030  大成堂大徳薬局 〒286-0025
     成田市東町２５４
     0476-22-0230  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21094340055  巻島薬局 〒286-0018
     成田市吾妻３‐５２‐３
     0476-27-1755  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21104340139  有限会社　眞鍋薬局 〒286-0018 （調基１）第1779号        平成28年 4月 1日
     成田市吾妻３‐４８‐１７ （後発調２）第1654号      平成28年 9月 1日
     0476-28-5138  (0476-27-9579) （在薬）第136号           平成 9年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21114340147  株式会社やよいファー〒286-0018 （調基１）第113号         平成28年 4月 1日
     マシー　吾妻保険薬局成田市吾妻３－４６－６０ （後発調２）第1137号      平成28年 4月 1日
     0476-26-0841  (0476-36-8181) （在薬）第2427号          平成27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  226

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 21124340204  松田薬局 〒286-0011
     成田市玉造３‐６
     0476-26-1266  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21134340238  木内薬局東町店 〒286-0025 （調基１）第410号         平成28年 4月 1日
     成田市東町７７５－１ （後発調１）第1526号      平成28年 4月 1日
     0476-23-0487  (0476-22-4336) （在薬）第1860号          平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21144340253  有限会社一粒丸三橋薬〒286-0027
     局 成田市仲町３６３
     0476-22-0011  (0476-22-0011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21154340279  株式会社やよいファー〒286-0011 （調基１）第117号         平成28年 4月 1日
     マシー　玉造保険薬局成田市玉造４－３－１４ （在薬）第2426号          平成27年10月 8日
     0476-28-0303  (0476-26-5979)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21164340360  やよい薬局 〒286-0041 （調基１）第116号         平成28年 4月 1日
     成田市飯田町字内野１－４６ （後発調２）第1472号      平成28年 5月 1日
     0476-24-1599  (0476-24-1744) （在薬）第2428号          平成27年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21174340394  株式会社やよいファー〒286-0015 （調基１）第115号         平成28年 4月 1日
     マシー　中台やよい薬成田市中台６－１－６ （後発調２）第1139号      平成28年 4月 1日
     局 0476-27-8108  (0476-27-7474) （在薬）第2424号          平成27年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21184340402  有限会社ファルマ　公〒286-0048 （調基１）第1149号        平成28年 4月 1日
     津の杜真鍋薬局 成田市公津の杜２－１７－１０ （調）第21号              平成28年 4月 1日
     0476-20-6261  (0476-20-6267) （後発調２）第1326号      平成28年 4月 1日
     （在調）第147号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第75号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第137号           平成 9年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21194340410  梅澤薬局 〒286-0013 （調基１）第1899号        平成28年 4月 1日
     成田市美郷台３－２－５ （在調）第438号           平成28年 4月 1日
     0476-23-2711  (0476-23-2711) （か薬）第738号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第259号           平成11年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21204340436  有限会社ウエルストン〒286-0048 （調基１）第1158号        平成28年 4月 1日
     薬局　公津の杜店 成田市公津の杜２－６－３ （後発調２）第2006号      平成29年 8月 1日
     0476-20-8380  (0476-20-8381) （在調）第259号           平成26年 5月 1日
     （在薬）第351号           平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21214340451  株式会社エービン薬局〒286-0035 （調基１）第797号         平成28年 4月 1日
     　成田ＪＲ西口店 成田市囲護台２－１－１ （後発調１）第2327号      平成28年 7月 1日
     0476-22-9620  (0476-20-1722) （後発調２）第2154号      平成30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  227

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 21224340485  株式会社やよいファー〒286-0048 （調基１）第118号         平成28年 4月 1日
     マシー　公津の杜やよ成田市公津の杜２－１－５ （在薬）第2422号          平成27年10月 8日
     い薬局 0476-27-2735  (0476-27-2736)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21234340493  有限会社眞鍋薬局　玉〒286-0011 （調基１）第1148号        平成28年 4月 1日
     造眞鍋薬局 成田市玉造７－２３－２ （後発調２）第1541号      平成28年 6月 1日
     0476-27-1623  (0476-29-7808) （薬菌）第37号            平成18年 6月 1日
     （在調）第135号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第25号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第653号           平成14年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21244340501  有限会社為春堂　イシ〒286-0036 （調基２）第8号           平成28年 4月 1日
     ュン薬局 成田市加良部１－３－７
     0476-26-5151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21254340527  株式会社ウィーズ　サ〒286-0013 （調基３）第6号           平成28年 4月 1日
     ンリツ薬局　美郷台店成田市美郷台１－１３－６ （後発調２）第2198号      平成30年 2月 1日
     0476-23-4848  (0476-23-4856) （在薬）第1093号          平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21264340568  みつわ薬局 〒286-0041 （調基２）第37号          平成28年 4月 1日
     成田市飯田町２－７９ （後発調２）第1723号      平成28年11月 1日
     0476-20-2000  (0476-20-2002) （在薬）第1557号          平成21年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21274340576  株式会社ドラッグスト〒286-0111 （調基１）第700号         平成28年 4月 1日
     アー文化堂　文化堂薬成田市三里塚４５ （後発調１）第2339号      平成28年 7月 1日
     局 0476-35-0045  (0476-35-1278) （在薬）第2243号          平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21284340584  有限会社公津の杜第一〒286-0048 （調基１）第414号         平成28年 4月 1日
     薬局　公津の杜第一薬成田市公津の杜５－２８－１７ （後発調２）第1190号      平成28年 4月 1日
     局 0476-28-1885  (0476-28-1886) （在薬）第1682号          平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21294340600  下田康生堂製薬株式会〒286-0028 （調基１）第768号         平成28年 4月 1日
     社　みどり薬局 成田市幸町４８５ （後発調１）第1712号      平成28年 4月 1日
     0476-24-7225  (0476-24-7226) （在薬）第906号           平成16年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21304340618  株式会社千葉薬品　ヤ〒286-0041 （調基１）第1080号        平成28年 4月 1日
     ックスドラッグ成田薬成田市飯田町１２９－３ （後発調２）第1595号      平成28年 7月 1日
     局 0476-20-5808  (0476-20-5809)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21314340642  みつわ薬局　公津の杜〒286-0041 （調基１）第1634号        平成28年 4月 1日
     店 成田市飯田町１２５－２６
     0476-20-5636  (0476-20-2002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21324340659  ルークスフォート　株〒286-0032 （調基１）第780号         平成28年 4月 1日
     式会社　ルークス薬局成田市上町５０４ （後発調２）第1271号      平成28年 4月 1日
     　成田上町店 0476-22-9383  （在薬）第1518号          平成21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  228

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 21334340717  薬局タカサ　公津の杜〒286-0048 （調基２）第78号          平成28年 4月 1日
     店 成田市公津の杜２－１４－３キュ （在薬）第1158号          平成18年 4月 1日
     アフォレスト１０１
     0476-28-3111  (0476-28-3113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21344340725  ヤックスドラッグ三里〒286-0111 （調基１）第1079号        平成28年 4月 1日
     塚薬局 成田市三里塚１７１－１ （後発調１）第2838号      平成29年11月 1日
     0476-40-4720  (0476-40-4734) （か薬）第1038号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21354340741  神宮寺やよい薬局 〒286-0011 （調基１）第114号         平成28年 4月 1日
     成田市玉造７－２４－７ （後発調２）第1138号      平成28年 4月 1日
     0476-29-1088  (0476-29-0108) （在薬）第2425号          平成27年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21364341012  そうごう薬局　成田東〒287-0225 （調基１）第2129号        平成29年 4月 1日
     店 成田市吉岡１３４２－５８ （調）第551号             平成29年 9月 1日
     0476-49-3711  (0476-73-7682) （か薬）第29号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第1071号          平成18年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21374341020  ヤックスドラッグ下総〒289-0107 （調基１）第1078号        平成28年 4月 1日
     薬局 成田市猿山１３５４ （後発調１）第2488号      平成28年10月 1日
     0476-80-6030  (0476-80-6031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21384341038  株式会社ヤマグチ薬局〒286-0029 （調基３）第4号           平成28年 4月 1日
     　ヤマグチ薬局　成田成田市ウイング土屋１４１
     店 0476-20-0861  (0476-20-0862)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21394341046  有限会社山口薬局　山〒287-0217 （調基１）第1045号        平成28年 4月 1日
     口薬局　大栄店 成田市桜田１０５３－１３ （調）第27号              平成28年 4月 1日
     0476-49-0301  (0476-49-0302) （後発調２）第1380号      平成28年 4月 1日
     （か薬）第79号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第1413号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21404341061  株式会社花咲薬局　花〒286-0033 （調基１）第734号         平成28年 4月 1日
     咲薬局 成田市花崎町８４２－９ （後発調１）第1701号      平成28年 4月 1日
     0476-33-3452  (0476-33-3452) （か薬）第27号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第2003号          平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21414341079  株式会社ファーメスト〒286-0048 （調基１）第492号         平成28年 4月 1日
     　とまと薬局 成田市公津の杜２－２７－１
     0476-36-7731  (0476-36-7731)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21424341087  株式会社くすりの福太〒286-0007 （調基１）第1355号        平成28年 4月 1日
     郎　薬局くすりの福太成田市はなのき台１－２２－８ （在薬）第2769号          平成29年 9月11日
     郎　成田はなのき台店0476-29-7729  (0476-29-7729)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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  229

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 21434341095  株式会社ＪＡＭ　あや〒286-0041 （調基１）第1410号        平成28年 4月 1日
     め薬局　飯田町店 成田市飯田町１３６－４ （後発調２）第1509号      平成28年 6月 1日
     0476-20-5085  (0476-20-5086) （在薬）第2026号          平成25年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21444341103  株式会社ファーメスト〒286-0013 （調基１）第562号         平成28年 4月 1日
     　とまと薬局　美郷台成田市美郷台１－１５－６ （後発調２）第2087号      平成29年11月 1日
     店 0476-37-5236  (0476-37-5237)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21454341111  イオンリテール株式会〒286-0029 （調基１）第2125号        平成29年 4月 1日
     社　イオン薬局　成田成田市ウイング土屋２４ （後発調２）第2232号      平成30年 2月 1日
     店 0476-23-8168  (0476-23-8119) （か薬）第1183号          平成29年12月 1日
     （在薬）第2109号          平成25年 8月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21464341129  株式会社ドラッグスト〒286-0118 （調基１）第701号         平成28年 4月 1日
     アー文化堂　文化堂薬成田市本三里塚８５－２ （後発調１）第2340号      平成28年 7月 1日
     局　本三里塚店 0476-35-5378  (0476-35-1875) （在薬）第2242号          平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21474341137  株式会社タカサ　薬局〒286-0048 （調基１）第1297号        平成28年 4月 1日
     タカサ　第２公津の杜成田市公津の杜２－２７－５キュ （後発調２）第2165号      平成30年 1月 1日
     店 アフォレストⅡ１０１ （在調）第285号           平成26年 8月 1日
     0476-29-7272  (0476-29-7373) （在薬）第1577号          平成21年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21484341145  さくら薬局　成田店 〒286-0041 （調基３）第8号           平成28年 4月 1日
     成田市飯田町１－９４ （後発調２）第1180号      平成28年 4月 1日
     0476-24-7422  (0476-24-7421) （在調）第230号           平成26年 3月 1日
     （か薬）第1198号          平成29年12月 1日
     （在薬）第1651号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21494341152  さくら薬局　新山店 〒286-0036 （調基１）第358号         平成28年 4月 1日
     成田市加良部５－５－３－１ （調）第453号             平成29年 3月 1日
     0476-28-3126  (0476-20-6153) （後発調２）第1727号      平成28年11月 1日
     （在調）第211号           平成25年11月 1日
     （か薬）第625号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1652号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21504341178  ハロー美郷台薬局 〒286-0013 （調基１）第260号         平成28年 4月 1日
     成田市美郷台１－１３－１３ （か薬）第161号           平成28年 4月 1日
     0476-23-1287  (0476-20-1158)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21514341186  ファーコス薬局　成田〒289-0107 （調基１）第1029号        平成28年 4月 1日
     成田市猿山１０２８－５ （調）第3号               平成28年 4月 1日
     0476-80-6888  (0476-80-6887) （後発調２）第1733号      平成28年11月 1日
     （在調）第466号           平成28年 6月 1日
     （か薬）第44号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第1853号          平成24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  230

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 21524341202  ヤックスドラッグ薬局〒286-0041 （調基１）第1077号        平成28年 4月 1日
     成田飯田町店 成田市飯田町２－９２吉野屋第２ （後発調２）第2097号      平成29年11月 1日
     ビル （在薬）第1903号          平成24年 4月 1日
     0476-23-5766  (0476-23-5766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21534341210  株式会社ボンベルタ　〒286-0017 （調基３）第117号         平成28年 4月 1日
     ボンベルタ薬局　成田成田市赤坂２－１－１０号 （後発調１）第2674号      平成29年 5月 1日
     店 0476-26-2111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21544341228  株式会社　健栄　みず〒286-0845 （調基１）第1604号        平成28年 4月 1日
     き薬局　成田店 成田市押畑９０３－１ （調）第346号             平成28年 7月 1日
     0476-36-5101  (0476-36-5102) （後発調２）第2218号      平成30年 2月 1日
     （薬菌）第75号            平成25年11月 1日
     （在調）第487号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第276号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2042号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21554341236  アイワ薬局　成田店 〒286-0845 （調基２）第103号         平成28年 4月 1日
     成田市押畑８０３ （後発調１）第2104号      平成28年 4月 1日
     0476-20-1717  (0476-20-1716) （か薬）第1067号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第1985号          平成24年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21564341244  スマイル薬局 〒286-0037 （調基１）第1900号        平成28年 4月 1日
     成田市橋賀台１－１６－３ （後発調１）第1484号      平成28年 4月 1日
     0476-20-8010  (0476-28-0525) （か薬）第47号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第2009号          平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21574341251  みゆ己薬局 〒286-0033 （調基１）第217号         平成28年 4月 1日
     成田市花崎町５３３－１０プレド
     ラガール成田１階１０１号室
     0476-24-7202  (0476-24-7202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21584341269  カワチ薬局成田ニュー〒286-0017 （調基１）第917号         平成28年 4月 1日
     タウン店 成田市赤坂３－１－５
     0476-20-5401  (0476-20-5402)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21594341277  薬局くすりの福太郎　〒286-0007 （調基１）第1345号        平成28年 4月 1日
     ウニクス成田店 成田市はなのき台２－２５－１ （後発調１）第2483号      平成28年10月 1日
     0476-20-5228  (0476-20-5228) （在薬）第2781号          平成29年 9月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21604341285  アイワ薬局　公津の杜〒286-0048 （調基１）第1732号        平成28年 4月 1日
     店 成田市公津の杜３丁目３番１三恵 （調）第376号             平成28年 9月 1日
     ビル１０１号室 （後発調１）第2103号      平成28年 4月 1日
     0476-20-5757  (0476-20-5858) （在調）第613号           平成29年 9月 1日
     （か薬）第589号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2055号          平成25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  231

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 21614341293  アイワ薬局　囲護台店〒286-0035 （調基１）第1731号        平成28年 4月 1日
     成田市囲護台２－２－１７山倉ビ （後発調２）第1475号      平成28年 5月 1日
     ル１階１０１ （か薬）第460号           平成28年 4月 1日
     0476-20-3939  (0476-20-3940) （在薬）第2228号          平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21624341301  みつばち薬局 〒286-0034 （調基１）第1131号        平成28年 4月 1日
     成田市馬橋１－２６ （後発調１）第1966号      平成28年 4月 1日
     0476-24-1193  (0476-24-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21634341319  キウチ薬局イオンタウ〒286-0025 （調基１）第390号         平成28年 4月 1日
     ン成田富里店 成田市東町１３３ （後発調１）第1533号      平成28年 4月 1日
     0476-85-6111  (0476-85-6113) （か薬）第681号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第2438号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21644341327  加藤薬局 〒286-0035 （調基１）第551号         平成28年 4月 1日
     成田市囲護台１－４－４フィール
     ドホーム第３ビル１階
     0476-23-3347  (0476-23-3348)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21654341343  ウエルシア薬局成田公〒286-0048 （調基１）第2012号        平成28年 9月 1日
     津の杜店 成田市公津の杜３－２６－３ （後発調２）第2115号      平成29年12月 1日
     0476-20-8020  (0476-20-8021) （在薬）第2570号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21664341350  そうごう薬局　成田土〒286-0029 （調基１）第2007号        平成28年 8月 1日
     屋店 成田市ウイング土屋１６７ （後発調２）第1665号      平成28年 9月 1日
     0476-23-1446  (0476-23-1464) （か薬）第767号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第2564号          平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21674341368  そらいろ薬局 〒286-0047 （調基３）第181号         平成29年 4月 1日
     成田市江弁須４８７－３５ （在薬）第2594号          平成28年11月 1日
     0476-20-8550  (0476-20-8551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21684341384  有限会社　ウエルスト〒286-0034 （調基１）第2096号        平成29年 2月 1日
     ン薬局 成田市馬橋３－２２ （調）第450号             平成29年 3月 1日
     0476-22-8300  (0476-22-8301) （在調）第572号           平成29年 3月 1日
     （か薬）第945号           平成29年 2月 1日
     （在薬）第2672号          平成29年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21694341392  どんぐり薬局 〒286-0018 （調基１）第2222号        平成29年 9月 1日
     成田市吾妻３－５２－７ （後発調２）第2120号      平成29年12月 1日
     0476-85-4106  (0476-85-4107)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21704440103  麻生薬局本店 〒284-0005 （調基１）第1434号        平成28年 4月 1日
     四街道市四街道１‐６‐１１
     043-422-0417  (043-424-4747)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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  232

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 21714440244  京葉薬局 〒284-0003 （調基１）第311号         平成28年 4月 1日
     四街道市鹿渡１１０９－１ （後発調１）第1579号      平成28年 4月 1日
     043-432-8881  (043-432-8896) （在薬）第273号           平成11年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21724440301  よつば薬局 〒284-0005 （調基１）第254号         平成28年 4月 1日
     四街道市四街道１５５０－３５ （後発調２）第1161号      平成28年 4月 1日
     043-423-3901  (043-423-3909) （か薬）第322号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第618号           平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21734440343  大洋薬局　大日店 〒284-0001 （調基１）第1072号        平成28年 4月 1日
     四街道市大日９０１ー４ （後発調２）第2236号      平成30年 2月 1日
     043-424-5001  (043-424-5515) （在薬）第782号           平成15年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21744440350  集英堂漢方薬局 〒284-0003 （調基１）第252号         平成28年 4月 1日
     四街道市鹿渡９３３－２９
     043-423-6633  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21754440376  株式会社エービン薬局〒284-0001 （調基１）第798号         平成28年 4月 1日
     　四街道大日店 四街道市大日字緑ケ丘４３０－１ （後発調２）第1902号      平成29年 4月 1日
     043-421-6050  (043-420-1872) （在薬）第522号           平成12年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21764440392  株式会社健栄　みずき〒284-0022 （調基１）第1424号        平成28年 4月 1日
     薬局 四街道市山梨７６３－１ （後発調２）第2271号      平成30年 3月 1日
     043-433-2770  (043-433-2771) （在調）第323号           平成27年 1月 1日
     （か薬）第1245号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第661号           平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21774440434  田中薬局 〒284-0044 （調基１）第231号         平成28年 4月 1日
     四街道市和良比２４５－９中島ビ （後発調２）第1156号      平成28年 4月 1日
     ル１階
     043-432-7290  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21784440442  あかね薬局 〒284-0045 （調基１）第1258号        平成28年 4月 1日
     四街道市美しが丘１－１８－９ （在薬）第573号           平成13年 2月 1日
     043-433-5539  (043-433-5531)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21794440467  有限会社リーベル　く〒284-0003 （調基１）第461号         平成28年 4月 1日
     すのき薬局 四街道市鹿渡２００２－１０ （調）第241号             平成28年 4月 1日
     043-304-2001  (043-304-2011) （か薬）第503号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1264号          平成19年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21804440475  有限会社かねだ薬局　〒284-0043 （調基１）第875号         平成28年 4月 1日
     すえなが薬局 四街道市めいわ４－１０３－１ （調）第139号             平成28年 4月 1日
     043-433-5559  (043-433-5559) （後発調２）第2155号      平成30年 1月 1日
     （か薬）第313号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第623号           平成14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  233

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 21814440483  横田薬局 〒284-0003 （調基１）第1036号        平成28年 4月 1日
     四街道市鹿渡９３３－２４０ （後発調２）第1918号      平成29年 4月 1日
     043-422-1843  (043-423-0704) （か薬）第1146号          平成29年11月 1日
     （在薬）第2324号          平成26年11月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21824440517  株式会社千葉薬品　ヤ〒284-0001 （調基１）第1076号        平成28年 4月 1日
     ックスドラッグ四街道四街道市大日５４６－５ （調）第559号             平成29年 9月 1日
     大日薬局 043-304-2160  （か薬）第914号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2643号          平成28年11月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21834440533  株式会社　千葉薬品　〒284-0016 （調基１）第1444号        平成28年 4月 1日
     ヤックスドラッグ四街四街道市もねの里２－１８－１四 （か薬）第922号           平成29年 4月 1日
     道三徳プラザ薬局 街道三徳プラザ内
     043-304-3710  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21844440558  蜂谷薬局 〒284-0003 （調基１）第504号         平成28年 4月 1日
     四街道市鹿渡２００３－５ （後発調１）第2299号      平成28年 7月 1日
     043-422-0972  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21854440574  ウエルシア薬局　四街〒284-0043 （調基１）第677号         平成28年 4月 1日
     道めいわ店 四街道市めいわ３－１－１ （後発調２）第1904号      平成29年 4月 1日
     043-433-7001  (043-433-7010) （在薬）第2247号          平成26年 7月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21864440608  ミネ医薬品株式会社　〒284-0001 （調基１）第566号         平成28年 4月 1日
     ミネ薬局　四街道店 四街道市大日字桜丘７９－３
     043-424-0818  (043-424-0818)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21874440616  株式会社あけぼの　あ〒284-0001 （調基１）第1690号        平成28年 4月 1日
     けぼの薬局　四街道店四街道市大日４２９－２　Ｍ２プ （後発調２）第2284号      平成30年 3月 1日
     ラザ３Ｆ （か薬）第1143号          平成29年11月 1日
     043-304-2328  (043-421-5110) （在薬）第1348号          平成20年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21884440624  有限会社四街道薬局　〒284-0001 （調基１）第1911号        平成28年 4月 1日
     四街道薬局 四街道市大日４３７－２４ （後発調１）第2161号      平成28年 4月 1日
     043-309-5855  (043-421-1222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21894440632  千都ファーマシー株式〒284-0015 （調基１）第940号         平成28年 4月 1日
     会社　もりのくまさん四街道市千代田４－２５－７ （後発調２）第1953号      平成29年 5月 1日
     薬局 043-304-3433  (043-304-3436) （か薬）第576号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1381号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21904440657  株式会社ＹＦコーポレ〒284-0005 （調基１）第577号         平成28年 4月 1日
     ーション　薬局だいき四街道市四街道１－４－１９プレ （後発調２）第1294号      平成28年 4月 1日
     ち アデスビル１０２号
     043-423-1295  (043-423-1403)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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  234

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 21914440681  かえで薬局 〒284-0027 （調基１）第2137号        平成29年 4月 1日
     四街道市栗山９０７－９ （調）第461号             平成29年 4月 1日
     043-421-2005  (043-421-1668) （後発調２）第1917号      平成29年 4月 1日
     （在調）第284号           平成26年 8月 1日
     （か薬）第324号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1684号          平成22年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21924440707  アイワ薬局　四街道店〒284-0001 （調基１）第1734号        平成28年 4月 1日
     四街道市大日３１８－２ （調）第226号             平成28年 4月 1日
     043-304-7855  (043-304-7858) （後発調１）第2786号      平成29年 9月 1日
     （在調）第391号           平成27年11月 1日
     （か薬）第457号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1721号          平成22年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21934440715  ベリータウン薬局 〒284-0016 （調基１）第910号         平成28年 4月 1日
     四街道市もねの里２－７－１０ （後発調１）第1813号      平成28年 4月 1日
     043-420-0015  (043-420-0075) （在薬）第1728号          平成22年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21944440723  コスモ薬局　四街道駅〒284-0005 （調基１）第1619号        平成28年 4月 1日
     ビル店 四街道市四街道１－１ＪＲ四街道 （在薬）第1771号          平成23年 4月15日
     駅ビル１階
     043-304-2480  (043-424-6799)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21954440749  アイワ薬局　和良比店〒284-0044 （調基１）第1733号        平成28年 4月 1日
     四街道市和良比１８３－１２ （調）第382号             平成28年 9月 1日
     043-433-6355  (043-433-0208) （後発調１）第2739号      平成29年 7月 1日
     （在調）第665号           平成30年 2月 1日
     （か薬）第597号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1833号          平成23年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21964440756  クオール薬局鷹の台店〒284-0033 （調基１）第1874号        平成28年 4月 1日
     四街道市鷹の台４－１１－８ （後発調２）第1879号      平成29年 3月 1日
     043-237-3040  (043-237-3031) （か薬）第1113号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第1895号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21974440764  ウエルシア薬局四街道〒284-0001 （調基１）第617号         平成28年 4月 1日
     大日店 四街道市大日５４３－６ （後発調２）第1833号      平成29年 2月 1日
     043-304-8272  (043-304-8273) （在薬）第2305号          平成26年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21984440780  ウエルシア薬局四街道〒284-0005 （調基１）第638号         平成28年 4月 1日
     津の守店 四街道市四街道津の守１５３１－ （後発調２）第1906号      平成29年 4月 1日
     ６ （在薬）第2270号          平成26年 9月 1日
     043-420-1040  (043-420-1041)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21994440798  めいわ中央薬局 〒284-0043 （調基１）第874号         平成28年 4月 1日
     四街道市めいわ４－３－２０ （後発調２）第1307号      平成28年 4月 1日
     043-433-3101  (043-433-3102)



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  235

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 22004440806  くすのき薬局　南口店〒284-0044 （調基１）第803号         平成28年 4月 1日
     四街道市和良比２５４－１２ （後発調２）第1473号      平成28年 5月 1日
     043-312-3737  (043-312-3739) （在調）第488号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第758号           平成28年 9月 1日
     （在薬）第2486号          平成28年 2月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22014440814  ウエルシア薬局四街道〒284-0016 （調基１）第642号         平成28年 4月 1日
     もねの里店 四街道市もねの里２－３７－１９ （後発調２）第1239号      平成28年 4月 1日
     043-304-8131  (043-304-8132) （在薬）第2435号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22024440822  薬局ここ楽　わらび店〒284-0044 （調基１）第2183号        平成29年 7月 1日
     四街道市和良比２６９－２７
     043-235-8905  (043-235-8906)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22034440830  ウエルシア薬局四街道〒284-0003 （調基１）第2207号        平成29年 8月 1日
     鹿渡店 四街道市鹿渡１１２１－１ （後発調２）第2119号      平成29年12月 1日
     043-433-3761  (043-433-3762) （在薬）第2746号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22044540027  有限会社　須藤薬局 〒289-1115 （調基１）第200号         平成28年 4月 1日
     八街市八街ほ２３８‐４３ （後発調１）第1457号      平成28年 4月 1日
     043-444-0418  (043-444-0754) （在薬）第2147号          平成25年11月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22054540084  よしくら薬局 〒289-1133 （調基１）第132号         平成28年 4月 1日
     八街市吉倉字瀬田入６３１‐７ （後発調２）第1145号      平成28年 4月 1日
     043-445-5535  （在薬）第1183号          平成18年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22064540100  グリーン薬局 〒289-1144 （調基１）第560号         平成28年 4月 1日
     八街市八街字置里ろ１７３－３
     043-443-7680  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22074540118  株式会社サンメディカ〒289-1103 （調基１）第522号         平成28年 4月 1日
     ルコーポレーション　八街市八街に７６－２ （後発調２）第1225号      平成28年 4月 1日
     サンメディカル八街薬043-442-5188  (043-442-5187) （か薬）第151号           平成28年 4月 1日
     局 （在薬）第375号           平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22084540126  有限会社エース薬局　〒289-1143 （調基１）第1575号        平成28年 4月 1日
     有限会社エース薬局 八街市八街い２１１－３ （後発調１）第2298号      平成28年 7月 1日
     043-442-3990  (043-442-0990)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22094540142  梅澤薬局 〒289-1107 （調基１）第1901号        平成28年 4月 1日
     八街市八街は２０－７ （後発調１）第1483号      平成28年 4月 1日
     043-444-2574  （在調）第437号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第654号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第113号           平成 9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  236

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 22104540183  大洋薬局　八街店 〒289-1115 （調基１）第1069号        平成28年 4月 1日
     八街市八街ほ３８５－５９ （後発調１）第2465号      平成28年10月 1日
     043-443-8901  (043-443-8909) （在薬）第783号           平成15年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22114540191  未来薬局 〒289-1115 （調基２）第57号          平成28年 4月 1日
     八街市八街ほ２２７－１７ （後発調１）第1722号      平成28年 4月 1日
     043-444-7712  (043-442-2851)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22124540209  丸本薬局 〒289-1115 （調基１）第1844号        平成28年 4月 1日
     八街市八街ほ２４４
     043-444-2476  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22134540282  ファミリー薬局 〒289-1115 （調基１）第1939号        平成28年 4月 1日
     八街市八街ほ２１５－１３８ （後発調２）第1631号      平成28年 8月 1日
     043-442-0877  (043-442-0878) （在薬）第1788号          平成23年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22144540290  タイガー薬局 〒289-1115 （調基１）第873号         平成28年 4月 1日
     八街市八街ほ２２４－１２ （後発調１）第1664号      平成28年 4月 1日
     043-443-6158  (043-443-6703)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22154540340  きく薬局 〒289-1115 （調基１）第364号         平成28年 4月 1日
     八街市八街ほ２４４－１２ （後発調２）第1205号      平成28年 4月 1日
     043-440-7001  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22164540357  株式会社千葉薬品　ヤ〒289-1104 （調基１）第1443号        平成28年 4月 1日
     ックスドラッグ八街文八街市文違３０１－３６１６
     違薬局 043-440-6820  (043-440-6821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22174540365  クオール薬局　八街２〒289-1104 （調基３）第45号          平成28年 4月 1日
     号店 八街市文違３０１－２７１４ （後発調２）第1530号      平成28年 6月 1日
     043-443-6811  (043-443-6812) （か薬）第291号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第696号           平成14年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22184540373  有限会社たかね　コー〒289-1114 （調基２）第21号          平成28年 4月 1日
     セー薬局　八街店 八街市東吉田５６５－４ （後発調１）第2789号      平成29年 9月 1日
     043-443-8891  (043-440-6115) （在薬）第1306号          平成19年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22194540381  クオール薬局　八街店〒289-1104 （調基２）第44号          平成28年 4月 1日
     八街市文違３０１－９１５ （後発調２）第1815号      平成29年 1月 1日
     043-442-1709  （在調）第523号           平成28年11月 1日
     （か薬）第210号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第795号           平成15年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22204540407  株式会社Ｔ．Ｉコーポ〒289-1104 （調基１）第1618号        平成28年 4月 1日
     レーション　アロー薬八街市文違３０１－３９８９ （在薬）第1434号          平成20年 6月 1日
     局　八街店 043-440-1189  (043-440-1190)



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  237

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 22214540415  株式会社おのころ　た〒289-1115 （調基１）第129号         平成28年 4月 1日
     つみ薬局 八街市八街ほ３１７－１２
     043-306-1724  (043-306-1725)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22224540423  若名薬局 〒289-1115 （調基１）第1848号        平成28年 4月 1日
     八街市八街ほ３７７ （後発調２）第1493号      平成28年 5月 1日
     043-443-3321  (043-444-6783)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22234540431  さくら薬局　八街店 〒289-1115 （調基１）第355号         平成28年 4月 1日
     八街市八街ほ８２３－６ （調）第366号             平成28年 8月 1日
     043-444-6134  (043-444-6135) （後発調２）第2098号      平成29年11月 1日
     （在調）第231号           平成26年 3月 1日
     （か薬）第599号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1654号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22244540449  ヤックスドラッグ八街〒289-1115 （調基１）第1442号        平成28年 4月 1日
     中央薬局 八街市八街ほ８４４－１ （後発調１）第2854号      平成29年11月 1日
     043-440-7170  (043-440-7180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22254540456  やちまた調剤薬局 〒289-1115 （調基１）第190号         平成28年 4月 1日
     八街市八街ほ５９５－４ （か薬）第893号           平成29年 1月 1日
     043-312-7353  (043-312-7354)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22264540464  あやめ薬局八街店 〒289-1103 （調基１）第1411号        平成28年 4月 1日
     八街市八街に８６ （後発調２）第1510号      平成28年 6月 1日
     043-497-2585  (043-497-3544) （在薬）第1881号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22274540472  フレアール薬局八街 〒289-1115 （調基１）第792号         平成28年 4月 1日
     八街市八街ほ２２８－１ （後発調１）第1719号      平成28年 4月 1日
     043-235-8877  (043-235-8878) （在薬）第2084号          平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22284540480  大信薬局八街店 〒289-1115 （調基１）第1011号        平成28年 4月 1日
     八街市八街ほ２３４－２３ （後発調２）第1370号      平成28年 4月 1日
     043-442-5000  (043-310-7710) （か薬）第10号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第2167号          平成26年 1月31日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22294540498  ベル薬局 〒289-1104 （調基１）第1033号        平成28年 4月 1日
     八街市文違３０１－４４９０ （後発調１）第2547号      平成28年12月 1日
     043-444-4512  (043-444-4513) （か薬）第1218号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第2378号          平成27年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22304540506  八街スマイル薬局 〒289-1104 （調基１）第1323号        平成28年 4月 1日
     八街市文違３０１－２６３５ （後発調２）第1322号      平成28年 4月 1日
     043-312-3177  (043-312-3178) （在調）第473号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第2399号          平成27年 8月 3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  238

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 22314640017  日之出堂薬局 〒270-1318
     印西市小林６５７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22324640082  イヅミ薬局 〒270-1337 （調基１）第872号         平成28年 4月 1日
     印西市草深１２０３‐６ （後発調２）第1682号      平成28年 9月 1日
     0476-47-0604  （在薬）第1177号          平成18年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22334640124  ナガイ薬局 〒270-1327
     印西市大森３８８２－３
     0476-42-2509  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22344640132  セキ薬局 〒270-1313 （調基１）第1648号        平成28年 4月 1日
     印西市小林北２－９－１
     0476-97-0031  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22354640157  コスモス薬局 〒270-1313 （調基１）第1418号        平成28年 4月 1日
     印西市小林北２－５－１７ （後発調２）第2129号      平成29年12月 1日
     0476-97-3331  (0476-97-3330) （か薬）第1012号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第660号           平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22364640199  株式会社健栄　ひまわ〒270-1342 （調基１）第1416号        平成28年 4月 1日
     り薬局　高花店 印西市高花５－５－９ （後発調２）第2070号      平成29年10月 1日
     0476-48-4550  (0476-48-4552) （在調）第638号           平成29年11月 1日
     （か薬）第789号           平成28年10月 1日
     （在薬）第663号           平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22374640223  けやき薬局 〒270-1337 （調基１）第843号         平成28年 4月 1日
     印西市草深１３７－３ （か薬）第23号            平成29年 4月 1日
     0476-47-5589  (0476-47-5579) （在薬）第1286号          平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22384640249  有限会社　ダルマ薬局〒270-1327 （調基１）第1289号        平成28年 4月 1日
     　印西ダルマ薬局 印西市大森３４２０－２
     0476-40-2422  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22394640256  有限会社　メディネッ〒270-1356 （調基１）第507号         平成28年 4月 1日
     ト　元気薬局　ニュー印西市小倉台４－１２－２
     タウン支店 0476-40-6066  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22404640264  中央ダルマ薬局 〒270-1340 （調基１）第1324号        平成28年 4月 1日
     印西市中央南１３９０－１
     0476-46-2525  (0476-46-2548)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22414640272  マキノ薬局　印西店 〒270-1342 （調基１）第70号          平成28年 4月 1日
     印西市高花５－５－１０　岡田ビ （後発調１）第1419号      平成28年 4月 1日
     ル （在薬）第2500号          平成28年 3月14日
     0476-47-1222  (0476-45-1308)



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  239

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 22424640306  株式会社五十嵐薬局　〒270-1335 （調基１）第308号         平成28年 4月 1日
     五十嵐薬局　牧の原店印西市原４－３－２
     0476-40-6206  (0476-40-6207)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22434640322  株式会社アシスト　あ〒270-1334 （調基１）第1412号        平成28年 4月 1日
     やめ薬局　西の原店 印西市西の原３－１２－２ （後発調２）第1356号      平成28年 4月 1日
     0476-37-8539  (0476-45-8593) （か薬）第200号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2025号          平成25年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22444640330  メディカルコム株式会〒270-1327 （調基１）第1174号        平成28年 4月 1日
     社　サンリツ薬局印西印西市大森２５５０－１１ （調）第178号             平成28年 4月 1日
     店 0476-40-2811  (0476-40-2812) （か薬）第376号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1538号          平成21年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22454640355  さくら薬局　北総店 〒270-1613 （調基１）第350号         平成28年 4月 1日
     印西市鎌苅２０９４－１１ （後発調１）第2621号      平成29年 2月 1日
     0476-80-5506  (0476-80-5507) （在薬）第1676号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22464640371  ヤックスドラッグ印旛〒270-1608 （調基２）第74号          平成28年 4月 1日
     日本医大駅前薬局 印西市舞姫１－５－１ （薬菌）第95号            平成26年 8月 1日
     0476-80-3551  (0476-80-3552) （か薬）第916号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1904号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22474640397  株式会社カワチ薬品　〒270-1334 （調基１）第926号         平成28年 4月 1日
     カワチ薬局　牧の原店印西市西の原１－１－１
     0476-40-7233  (0476-40-7234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22484640405  薬局マツモトキヨシ　〒270-1331 （調基１）第956号         平成28年 4月 1日
     牧の原モア店 千葉県印西市牧の原１－３ （後発調２）第1591号      平成28年 7月 1日
     0476-45-0600  (0476-45-0600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22494640421  コストコホールセール〒270-1360 （調基１）第751号         平成28年 4月 1日
     千葉ニュータウン倉庫印西市泉野３－１１８６－４
     店薬局 0476-48-7630  (0476-48-7631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22504640439  明倫堂薬局 〒270-1340 （調基１）第804号         平成28年 4月 1日
     印西市中央南１－１－１ （後発調２）第1731号      平成28年11月 1日
     0476-40-6900  (0476-40-6901) （か薬）第1097号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第2184号          平成26年 3月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22514640462  フラワー薬局　千葉ニ〒270-1350 （調基１）第1543号        平成28年 4月 1日
     ュータウン中央店 印西市中央北２－１－３サンクタ （後発調２）第1408号      平成28年 4月 1日
     ス千葉ニュータウン中央区画Ｂ （か薬）第813号           平成29年 4月 1日
     0476-36-5222  (0476-36-5223) （在薬）第2372号          平成27年 3月30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  240

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 22524640470  イオン薬局千葉ニュー〒270-1350 （調基１）第2126号        平成29年 4月 1日
     タウン店 印西市中央北３－１－１ （後発調１）第1954号      平成28年 4月 1日
     0476-48-5801  (0476-48-1118) （か薬）第1184号          平成29年12月 1日
     （在薬）第2388号          平成27年 6月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22534640488  アサヒ薬局　竜腹寺店〒270-2327 （調基１）第165号         平成28年 4月 1日
     印西市竜腹寺３４９－５ （調）第478号             平成29年 4月 1日
     047-637-7707  (047-637-7706) （後発調２）第1126号      平成28年 4月 1日
     （か薬）第870号           平成28年12月 1日
     （在薬）第2437号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22544640496  アイン薬局北総店 〒270-1613 （調基１）第1270号        平成28年 4月 1日
     印西市鎌苅１５９１ （調）第148号             平成28年 4月 1日
     0476-80-5575  (0476-80-5576) （後発調１）第1970号      平成28年 4月 1日
     （薬菌）第131号           平成27年11月 1日
     （在調）第412号           平成27年11月 1日
     （か薬）第336号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2464号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22554640504  アイセイ薬局　印西牧〒270-1339 （調基２）第121号         平成29年 4月 1日
     の原店 印西市牧の台１－１－２ （後発調２）第1752号      平成28年10月 1日
     0476-40-0710  (0476-46-0660) （在調）第535号           平成28年10月 1日
     （か薬）第842号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2614号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22564640512  アサヒ薬局　印西店 〒270-1347 （調基１）第2077号        平成28年11月 1日
     印西市内野１－５－７ （調）第575号             平成29年11月 1日
     0476-40-7225  (0476-40-7226) （後発調２）第1778号      平成28年11月 1日
     （か薬）第1139号          平成29年11月 1日
     （在薬）第2649号          平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22574640520  ローズ薬局 〒270-1337 （調基１）第2163号        平成29年 5月 1日
     印西市草深２２２０－３２ （後発調２）第2014号      平成29年 8月 1日
     0476-37-8627  (0476-37-8628) （在薬）第2710号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22584740015  石橋薬局 〒270-1405
     白井市富塚１０４７‐１
     0474-92-0523  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22594740031  薬局マツモトキヨシ　〒270-1432 （調基１）第947号         平成28年 4月 1日
     白井店 白井市冨士１０２－１ （後発調２）第1624号      平成28年 8月 1日
     047-441-5855  (047-441-5855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22604740049  有限会社エムティーエ〒270-1422 （調基１）第1846号        平成28年 4月 1日
     ス　白井薬局 白井市復１５８９－２ （後発調２）第2071号      平成29年10月 1日
     047-498-3553  (047-498-3554) （か薬）第1228号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第567号           平成13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  241

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 22614740056  薬局マツモトキヨシ　〒270-1433 （調基１）第964号         平成28年 4月 1日
     西白井店 白井市けやき台１－１－３ （後発調２）第1571号      平成28年 7月 1日
     047-497-0122  (047-497-0122) （か薬）第1247号          平成30年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22624740064  株式会社くすりの福太〒270-1424 （調基１）第1374号        平成28年 4月 1日
     郎　薬局くすりの福太白井市堀込１－２－７白井Ｆビル （後発調１）第2940号      平成30年 3月 1日
     郎　白井駅前店 １Ｆ （在薬）第1249号          平成19年 2月 1日
     047-498-1156  (047-498-1156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22634740080  ウエルシア薬局　白井〒270-1411 （調基１）第679号         平成28年 4月 1日
     十余一店 白井市十余一字一本桜５０－５ （後発調２）第1644号      平成28年 9月 1日
     047-498-0551  (047-498-0552) （在薬）第1952号          平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22644740114  株式会社　シフト　な〒270-1435 （調基１）第519号         平成28年 4月 1日
     のはな薬局　白井店 白井市清水口３－２７－２ （後発調２）第1226号      平成28年 4月 1日
     047-498-3620  (047-498-3621) （か薬）第724号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第2483号          平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22654740171  薬局くすりの福太郎　〒270-1424 （調基１）第1343号        平成28年 4月 1日
     ラシーク白井店 白井市堀込１－２－８ラシーク白 （後発調１）第2850号      平成29年11月 1日
     井駅前Ａ棟 （在薬）第2783号          平成29年 9月11日
     047-498-1729  (047-498-1729)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22664740189  調剤薬局マツモトキヨ〒270-1435 （調基１）第978号         平成28年 4月 1日
     シ　西白井駅前店 白井市清水口１－１－２５西白井 （調）第448号             平成29年 3月 1日
     駅前セントラルビル１Ｆ （後発調２）第1516号      平成28年 6月 1日
     047-498-0015  (047-498-0015) （在調）第581号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第933号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2115号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22674740205  レモン薬局白井店 〒270-1431 （調基１）第1427号        平成28年 4月 1日
     白井市根２６８－７ （調）第338号             平成28年 6月 1日
     047-402-2524  (047-402-2529) （後発調２）第1677号      平成28年 9月 1日
     （在調）第239号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第671号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2202号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22684740213  ポラン薬局 〒270-1426 （調基１）第987号         平成28年 4月 1日
     白井市笹塚２－２－２コスモビル （調）第384号             平成28年10月 1日
     １０１ （後発調２）第1291号      平成28年 4月 1日
     047-436-8565  (047-436-8566) （在調）第509号           平成28年10月 1日
     （か薬）第467号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2467号          平成27年12月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22694740221  ウエルシア薬局白井冨〒270-1432 （調基１）第621号         平成28年 4月 1日
     士店 白井市冨士１２０－３ （後発調２）第1611号      平成28年 8月 1日
     047-441-8351  (047-441-8352) （在薬）第2408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  242

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 22704740239  あけぼの薬局　西白井〒270-1431 （調基１）第1316号        平成28年 4月 1日
     店 白井市根１９７０－１－１ （調）第560号             平成29年 9月 1日
     047-498-1189  (047-498-4189) （後発調２）第1321号      平成28年 4月 1日
     （在調）第621号           平成29年10月 1日
     （か薬）第429号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2439号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22714740247  ささのは薬局 〒270-1431 （調基１）第1272号        平成28年 4月 1日
     白井市根１２０－４８ （調）第38号              平成28年 4月 1日
     047-498-0088  (047-498-3733) （後発調２）第1505号      平成28年 6月 1日
     （在調）第403号           平成27年11月 1日
     （か薬）第96号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第2453号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22724740254  アイン薬局西白井店 〒270-1431 （調基１）第2016号        平成28年10月 1日
     白井市根１７７８－８ （調）第393号             平成28年10月 1日
     047-497-6166  (047-497-6167) （後発調２）第1311号      平成28年 4月 1日
     （在調）第405号           平成27年11月 1日
     （か薬）第481号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2455号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22734740262  ウエルシア薬局西白井〒270-1435 （調基１）第644号         平成28年 4月 1日
     店 白井市清水口１－１－２６ （後発調１）第1654号      平成28年 4月 1日
     047-498-3933  (047-498-3934) （在薬）第2444号          平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22744740270  ピュア薬局白井店 〒270-1422 （調基３）第168号         平成28年11月 1日
     白井市復１４４１－１ （後発調２）第1675号      平成28年 9月 1日
     047-404-1885  (047-404-1886) （在薬）第2528号          平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22754740288  アイセイ薬局　白井店〒270-1432 （調基１）第2049号        平成28年10月 1日
     白井市冨士１２９－２８ （調）第410号             平成28年10月 1日
     047-441-3070  (047-441-3071) （後発調１）第2539号      平成28年10月 1日
     （在調）第534号           平成28年10月 1日
     （か薬）第841号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2613号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22764740296  薬樹薬局　白井 〒270-1431 （調基１）第2074号        平成28年12月 1日
     白井市根４７９－２１ （調）第582号             平成29年12月 1日
     047-492-3001  (047-492-3002) （後発調２）第2146号      平成29年12月 1日
     （在調）第616号           平成29年 9月 1日
     （か薬）第1029号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第2652号          平成28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  243

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 22774740304  さくら薬局　白井店 〒270-1431 （調基２）第122号         平成29年 4月 1日
     白井市根４７９－３５ （後発調１）第2625号      平成29年 2月 1日
     047-492-5722  (047-492-5723) （在調）第562号           平成28年12月 1日
     （か薬）第896号           平成29年 1月 1日
     （在薬）第2656号          平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22784840005  小川薬局 〒286-0221
     富里市七栄３２４
     0476-93-0043  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22794840021  鈴木薬局 〒286-0215 （調基１）第34号          平成28年 4月 1日
     富里市立沢新田８２‐８ （後発調１）第1411号      平成28年 4月 1日
     0476-93-1307  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22804840054  サンメディカル富里薬〒286-0221 （調基１）第521号         平成28年 4月 1日
     局 富里市七栄１８３‐１３ （後発調２）第1223号      平成28年 4月 1日
     0476-92-5570  （在薬）第374号           平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22814840062  ファーマシースズキ 〒286-0201 （調基１）第259号         平成28年 4月 1日
     富里市日吉台５‐１７‐９
     0476-92-4033  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22824840070  アルト薬局 〒286-0201 （調基１）第1173号        平成28年 4月 1日
     富里市日吉台２－４－３成田コリ （在薬）第888号           平成16年 4月 1日
     ンズ１０２
     0476-91-0601  (0476-91-0602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22834840088  ヘルシーボックス 〒286-0201
     富里市日吉台２－９－５
     0476-93-8639  (0476-93-8652)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22844840120  有限会社七里　七里薬〒286-0221 （調基１）第1172号        平成28年 4月 1日
     局 富里市七栄６７７ （後発調１）第2188号      平成28年 5月 1日
     0476-92-9900  (0476-92-9921) （在薬）第889号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22854840153  あおぞら薬局 〒286-0211 （調基３）第7号           平成28年 4月 1日
     富里市御料字葉山９２３－１９ （後発調２）第1197号      平成28年 4月 1日
     0476-90-4193  (0476-90-4194) （か薬）第1024号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第2683号          平成29年 3月 9日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22864840179  ホクソウ薬局 〒286-0211 （調基２）第112号         平成28年 4月 1日
     富里市御料葉山７１７－３ （後発調２）第1613号      平成28年 8月 1日
     0476-90-3313  (0476-90-3310) （在薬）第1813号          平成23年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22874840187  有限会社エース薬局　〒286-0201 （調基２）第97号          平成28年 4月 1日
     日吉台薬局 富里市日吉台１－６－７ （後発調２）第1400号      平成28年 4月 1日
     0476-93-8829  (0476-93-1010)



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  244

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 22884840195  有限会社木内薬局　日〒286-0201 （調基１）第1917号        平成28年 4月 1日
     吉台店 富里市日吉台２－９１－１４ （後発調１）第2806号      平成29年10月 1日
     0476-93-2601  (0476-93-9969) （在薬）第1832号          平成23年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22894840203  薬局マツモトキヨシ　〒286-0201 （調基１）第959号         平成28年 4月 1日
     成田日吉台店 富里市日吉台２－１ （後発調２）第2201号      平成30年 2月 1日
     0476-92-6500  (0476-92-6500) （か薬）第1264号          平成30年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22904840211  株式会社エービン　薬〒286-0221 （調基１）第799号         平成28年 4月 1日
     局富里七栄店 富里市七栄７１７－１ （後発調１）第1720号      平成28年 4月 1日
     0476-90-1321  (0476-90-1320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22914840237  ヤックスドラッグ富里〒286-0221 （調基１）第1441号        平成28年 4月 1日
     インター薬局 富里市七栄５７５－２６４ （後発調１）第2853号      平成29年11月 1日
     0476-90-5121  (0476-90-5122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22924840245  ヘルシー保険薬局 〒286-0202 （調基１）第127号         平成28年 4月 1日
     富里市日吉倉５７２－４ （後発調２）第2008号      平成29年 8月 1日
     0476-93-7322  (0476-93-7322) （か薬）第1122号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22934840252  ヤックスドラッグ富里〒286-0221 （調基１）第1440号        平成28年 4月 1日
     薬局 富里市七栄６４６－７８ （調）第435号             平成28年12月 1日
     0476-92-8910  (0476-92-8910) （か薬）第892号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1902号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22944840260  とくら薬局 〒286-0212 （調基１）第1737号        平成28年 4月 1日
     富里市十倉３１３－９１ （調）第390号             平成28年10月 1日
     0476-90-0770  (0476-90-0771) （後発調２）第1862号      平成29年 3月 1日
     （在調）第589号           平成29年 6月 1日
     （か薬）第674号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2028号          平成25年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22954840278  株式会社木佐木　ひか〒286-0201 （調基１）第1670号        平成28年 4月10日
     り薬局 富里市日吉台１－１０－１ （後発調１）第2221号      平成28年 5月 1日
     0476-90-6088  (0476-90-6090) （か薬）第802号           平成28年11月 1日
     （在薬）第2590号          平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22964840286  フジキ薬局富里店 〒286-0221 （調基１）第773号         平成28年 4月 1日
     富里市七栄字６４９－５５ （後発調２）第1273号      平成28年 4月 1日
     0476-37-3335  (0476-37-3334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22974840294  アイワ薬局　富里七栄〒286-0221 （調基１）第2246号        平成29年11月 1日
     店 富里市七栄６５３－９３ （後発調１）第2922号      平成30年 2月 1日
     0476-90-1566  (0476-90-1577) （在薬）第2808号          平成29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  245

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 22984940011  有限会社　仲佐屋薬局〒298-0004 （調基１）第774号         平成28年 4月 1日
     いすみ市大原７９５１ （か薬）第436号           平成29年 4月 1日
     0470-62-0375  (0470-62-3633) （在薬）第882号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22994940045  エビスヤ薬局 〒299-4501 （調基１）第394号         平成28年 4月 1日
     いすみ市岬町椎木１８４６ （在薬）第2126号          平成25年 9月13日
     0470-87-2709  (0470-87-6066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23004940052  有限会社ヤマトヤファ〒299-4616 （調基１）第793号         平成28年 4月 1日
     ーマシー　ヤマトヤフいすみ市岬町長者４８６ （後発調１）第2287号      平成28年 6月 1日
     ァーマシー 0470-87-3731  (0470-87-8173) （後発調２）第1962号      平成29年 7月 1日
     （か薬）第552号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第148号           平成 8年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23014940060  有限会社カシザキ　か〒299-4612 （調基１）第871号         平成28年 4月 1日
     しの木薬局 いすみ市岬町江場土１７２９ （後発調２）第1714号      平成28年11月 1日
     0470-87-8252  （在薬）第981号           平成17年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23024940078  有限会社エビスヤ　エ〒298-0004 （調基１）第469号         平成28年 4月 1日
     ビスヤ薬局 いすみ市大原８６２７ （在薬）第69号            平成 8年 6月 1日
     0470-63-1193  (0470-02-0212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23034940094  みなみ薬局　大原台店〒298-0014 （調基１）第1773号        平成28年 4月 1日
     いすみ市大原台４０４－６ （後発調２）第2144号      平成29年12月 1日
     0470-62-9439  （在薬）第816号           平成15年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23044940102  エビスヤ薬局　浪花店〒298-0012 （調基１）第470号         平成28年 4月 1日
     いすみ市小沢字野名田２６３６ （か薬）第1009号          平成29年 6月 1日
     0470-64-0081  （在薬）第70号            平成 8年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23054940110  有限会社ヤマトヤファ〒299-4501 （調基１）第794号         平成28年 4月 1日
     ーマシー　薬局ヤマトいすみ市岬町椎木４６８－２ （調）第48号              平成28年 4月 1日
     ヤファーマシー　太東0470-80-3090  (0470-80-3091) （後発調１）第1717号      平成28年 4月 1日
     店 （在調）第463号           平成28年 5月 1日
     （か薬）第121号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第498号           平成12年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23064940128  有限会社備前屋薬局　〒298-0003 （調基１）第764号         平成28年 4月 1日
     深堀店 いすみ市深堀１６０４－９ （後発調１）第2594号      平成29年 2月 1日
     0470-62-1404  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23074940136  みさき薬局 〒299-4621 （調基１）第1948号        平成28年 4月 1日
     いすみ市岬町東中滝７１９－４
     0470-87-7772  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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  246

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 23084940144  つばき薬局 〒298-0002 （調基１）第870号         平成28年 4月 1日
     いすみ市日在１９４７－１１ （後発調２）第1245号      平成28年 4月 1日
     0470-60-5820  (0470-60-5821) （在薬）第651号           平成14年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23094940151  株式会社千葉薬品　ヤ〒298-0124 （調基１）第1439号        平成28年 4月 1日
     ックスドラッグ夷隅薬いすみ市弥正４８９－１ （後発調２）第1742号      平成28年11月 1日
     局 0470-80-4711  (0470-80-4712) （か薬）第931号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23104940169  タカダ薬局　いすみ店〒298-0123 （調基１）第999号         平成28年 4月 1日
     いすみ市苅谷１２６１－１ （後発調１）第2900号      平成30年 1月 1日
     0470-80-4193  (0470-80-4192) （か薬）第1062号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第967号           平成17年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23114940177  あやめ薬局　国吉店 〒298-0123 （調基１）第1890号        平成28年 4月 1日
     いすみ市苅谷１２６０－１ （後発調２）第1207号      平成28年 4月 1日
     0470-80-4433  （在薬）第2737号          平成29年 7月18日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23124940185  有限会社　石野薬局 〒299-4616 （調基１）第110号         平成28年 4月 1日
     いすみ市岬町長者６５ （か薬）第464号           平成28年 4月 1日
     0470-87-2338  (0470-87-7962) （在薬）第986号           平成17年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23134940193  かしの木薬局　和泉店〒299-4503 （調基２）第38号          平成28年 4月 1日
     いすみ市岬町和泉１８８４ （後発調２）第1215号      平成28年 4月 1日
     0470-87-4432  (0470-87-4462) （在薬）第1307号          平成19年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23144940201  有限会社石野薬局　若〒299-4616 （調基１）第411号         平成28年 4月 1日
     葉店 いすみ市岬町長者１８２－５ （調）第65号              平成28年 4月 1日
     0470-80-2967  (0470-80-2968) （後発調２）第1196号      平成28年 4月 1日
     （か薬）第165号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第993号           平成17年 6月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23154940235  日本調剤株式会社　日〒298-0123 （調基特１）第4号         平成29年 6月 1日
     本調剤　国吉薬局 いすみ市苅谷１２６５－３ （調）第517号             平成29年 6月 1日
     0470-86-5381  (0470-86-5382) （後発調２）第1293号      平成28年 4月 1日
     （在調）第379号           平成27年 8月 1日
     （か薬）第319号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1566号          平成21年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23164940243  有限会社備前屋薬局 〒298-0004 （調基１）第769号         平成28年 4月 1日
     いすみ市大原８７６１－１ （か薬）第1019号          平成29年 6月 1日
     0470-62-0402  (0470-63-9020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23174940250  すぎもと薬局大原店 〒298-0004 （調基１）第869号         平成28年 4月 1日
     いすみ市大原７５５１ （後発調１）第2064号      平成28年 4月 1日
     0470-62-5672  (0470-62-5672)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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  247

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 23185040019  有限会社松井薬局 〒289-2144 （調基１）第206号         平成28年 4月 1日
     匝瑳市八日市場イ２９２９
     0479-72-0157  (0479-72-0963)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23195040043  有限会社毎日薬局　有〒289-2144 （調基１）第935号         平成28年 4月 1日
     限会社毎日薬局 匝瑳市八日市場イ２４１１ （後発調１）第2858号      平成29年11月 1日
     0479-72-0521  (0479-72-2670) （か薬）第184号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1878号          平成24年 3月29日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23205040050  海上商事株式会社　若〒289-2145 （調基１）第1680号        平成28年 4月 1日
     潮薬局 匝瑳市若潮町８－８ （後発調２）第1647号      平成28年 9月 1日
     0479-73-1231  (0479-73-1241) （か薬）第1257号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第421号           平成11年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23215040068  有限会社灰吹屋薬局　〒289-2144 （調基１）第397号         平成28年 4月 1日
     灰吹屋薬局　国道店 匝瑳市八日市場イ４１３－２ （在薬）第426号           平成11年12月 1日
     0479-72-2311  (0479-72-2630)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23225040076  ファーマシー薬生堂 〒289-2141 （調基１）第135号         平成28年 4月 1日
     匝瑳市八日市場ハ９６２‐５ （後発調２）第1536号      平成28年 6月 1日
     0479-73-7277  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23235040084  八日市場中央薬局 〒289-2144 （調基２）第106号         平成28年 4月 1日
     匝瑳市八日市場イ１４６６－１ （後発調１）第2509号      平成28年11月 1日
     0479-79-1995  （在調）第610号           平成29年 9月 1日
     （か薬）第325号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第564号           平成13年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23245040100  平和堂薬局　八日市場〒289-2144 （調基１）第1154号        平成28年 4月 1日
     店 匝瑳市八日市場イ６２－１ （調）第495号             平成29年 5月 1日
     0479-72-1202  (0479-72-1228) （後発調２）第1328号      平成28年 4月 1日
     （か薬）第1000号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第734号           平成15年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23255040118  株式会社千葉薬品　ヤ〒289-2146 （調基１）第1438号        平成28年 4月 1日
     ックスドラッグ八日市匝瑳市八日市場ホ９２－１ （調）第436号             平成28年12月 1日
     場薬局 0479-70-1212  (0470-70-1080) （か薬）第891号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2646号          平成28年11月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23265040126  株式会社大洋メディカ〒289-2102 （調基１）第1074号        平成28年 4月 1日
     ルサプライ　大洋薬局匝瑳市椿１２６８－１７３ （後発調２）第1379号      平成28年 4月 1日
     　八日市場店 0479-73-6386  (0479-73-6387) （在薬）第2137号          平成25年10月29日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23275040142  株式会社　斉藤薬局 〒289-3184 （調基１）第1130号        平成28年 4月 1日
     匝瑳市栢田牛内７９６６－１
     0479-67-5011  (0479-67-5012)



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  248

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 23285040159  有限会社ビックス　灰〒289-3181 （調基１）第848号         平成28年 4月 1日
     吹屋ビックス薬局 匝瑳市野手１２８０２
     0479-67-2133  (0479-67-1880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23295040167  有限会社毎日薬局　毎〒289-2141 （調基１）第923号         平成28年 4月 1日
     日薬局　東店 匝瑳市八日市場ハ７９１ （在調）第354号           平成27年 5月 1日
     0479-72-1290  (0479-72-1291) （か薬）第187号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2156号          平成25年12月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23305040175  株式会社千葉薬品　ヤ〒289-3182 （調基１）第1437号        平成28年 4月 1日
     ックスドラッグ　野栄匝瑳市今泉６５６０－１ （か薬）第924号           平成29年 4月 1日
     薬局 0479-80-6601  (0479-80-6602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23315040183  大洋薬局　匝瑳店 〒289-2146 （調基１）第1055号        平成28年 4月 1日
     匝瑳市八日市場ホ３２８０－１ （在薬）第2124号          平成25年 9月 9日
     0479-70-1151  (0479-70-1152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23325040191  毎日薬局　飯倉店 〒289-2147 （調基１）第2286号        平成30年 2月 1日
     匝瑳市飯倉３－２ （在薬）第2843号          平成30年 2月 1日
     0479-85-5027  (0479-85-5028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23335140041  昭和薬局 〒299-2403 （調基４）第1号           平成28年 4月 1日
     南房総市富浦町原岡６０－３
     0470-33-2002  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23345140058  みどりダイイチ薬局 〒295-0102 （調基１）第1171号        平成28年 4月 1日
     南房総市白浜町白浜字川間干潟２ （後発調２）第1614号      平成28年 8月 1日
     ８８５‐９ （在調）第152号           平成24年 4月 1日
     0470-38-5780  (0470-38-5783) （在薬）第84号            平成 8年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23355140066  いわい薬局 〒299-2225 （調基１）第1458号        平成28年 4月 1日
     南房総市竹内３４４－２ （か薬）第697号           平成28年 7月 1日
     0470-57-4481  (0470-57-4482) （在薬）第41号            平成 8年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23365140116  有限会社かなめ薬局　〒299-2204 （調基１）第1887号        平成28年 4月 1日
     かなめ薬局　とみやま南房総市平久里中１３４７－１ （後発調１）第2740号      平成29年 7月 1日
     店 0470-58-0770  (0470-58-0778) （か薬）第1260号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第263号           平成11年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23375140132  しらはま薬局 〒295-0102 （調基１）第1455号        平成28年 4月 1日
     南房総市白浜町白浜２６７０－９ （後発調１）第2060号      平成28年 4月 1日
     0470-30-5210  (0470-30-5211) （か薬）第918号           平成29年 1月 1日
     （在薬）第264号           平成11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  249

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 23385140157  ちくら薬局 〒295-0011 （調基１）第1457号        平成28年 4月 1日
     南房総市千倉町北朝夷２３２０ （後発調２）第1620号      平成28年 8月 1日
     0470-44-4860  (0470-44-4861) （か薬）第11号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第575号           平成13年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23395140165  多喜薬局 〒295-0004 （調基１）第1675号        平成28年 4月 1日
     南房総市千倉町瀬戸２３５５－１
     0470-44-2393  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23405140199  五和薬品有限会社　ス〒299-2521 （調基１）第1684号        平成28年 4月 1日
     ミレ薬局ローズマリー南房総市白子２１３１－５ （後発調１）第2766号      平成29年 8月 1日
     店 0470-46-4675  (0470-46-4685) （在薬）第1531号          平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23415140207  有限会社スマイルファ〒295-0021 （調基１）第1497号        平成28年 4月 1日
     ーマー　スマイル薬局南房総市千倉町平舘７６４－５ （後発調１）第2476号      平成28年10月 1日
     0470-44-3971  (0470-44-3972) （薬菌）第43号            平成21年 8月30日
     （在調）第128号           平成24年 4月 1日
     （在薬）第1554号          平成21年 8月30日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23425140223  南山堂薬局　南房総店〒294-0822 （調基１）第571号         平成28年 4月 1日
     南房総市本織５０－５ （調）第13号              平成28年 4月 1日
     0470-28-5891  (0470-28-5893) （後発調２）第1297号      平成28年 4月 1日
     （在調）第464号           平成28年 5月 1日
     （か薬）第52号            平成29年 4月 1日
     （在薬）第1869号          平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23435140231  まきのき薬局 〒299-2703 （調基１）第436号         平成28年 4月 1日
     南房総市和田町仁我浦１１６－１ （後発調２）第1506号      平成28年 6月 1日
     0470-47-5023  (0470-40-7270) （在薬）第2335号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23445140249  西野薬局 〒299-2703 （調基１）第1793号        平成28年 4月 1日
     南房総市和田町仁我浦５－６ （調）第94号              平成28年 4月 1日
     0470-47-5003  (0470-47-5013) （在調）第331号           平成27年 1月 1日
     （か薬）第235号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2346号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23455140256  まるやま薬局 〒299-2522 （調基１）第1242号        平成28年 4月 1日
     南房総市安馬谷２０６５－４ （後発調２）第1418号      平成28年 4月 1日
     0470-28-5885  (0470-28-5870) （か薬）第746号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第2391号          平成27年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23465140272  とみうら薬局 〒299-2403 （調基１）第2021号        平成28年10月 1日
     南房総市富浦町原岡１３７－２ （後発調２）第1712号      平成28年10月 1日
     0470-33-4423  (0470-33-4428) （か薬）第1016号          平成29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  250

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 23475140280  七浦薬局スマイル 〒295-0026 （調基１）第2260号        平成29年11月23日
     南房総市千倉町大川６３８ （後発調２）第2131号      平成29年11月23日
     0470-40-3971  (0470-40-3972) （在薬）第2824号          平成29年11月23日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23485240031  土谷薬局 〒287-0003 （調基１）第386号         平成28年 4月 1日
     香取市佐原イ３３５３ （在薬）第241号           平成11年 4月 1日
     04785-2-3380  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23495240049  ツカモト薬局本店 〒287-0003 （調基１）第1170号        平成28年 4月 1日
     香取市佐原イ１３４ （在薬）第261号           平成11年 4月 1日
     0478-54-1397  (0478-55-1397)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23505240056  ツチヤ薬局新宿店 〒287-0003 （調基１）第1824号        平成28年 4月 1日
     香取市佐原イ４５７ （在薬）第242号           平成11年 4月 1日
     0478-52-4598  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23515240064  有限会社　イシバシ薬〒287-0003 （調基１）第409号         平成28年 4月 1日
     局 香取市佐原イ５１５ （在薬）第230号           平成11年 4月 1日
     0478-55-1708  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23525240072  有限会社　サクマ薬局〒287-0003 （調基１）第1932号        平成28年 4月 1日
     　サクマ薬局 香取市佐原イ３３９３－１ （在薬）第236号           平成11年 4月 1日
     0478-52-3432  (0478-52-3432)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23535240098  有限会社オガワ薬局　〒287-0003 （調基１）第1942号        平成28年 4月 1日
     オガワ薬局 香取市佐原イ６１２ （在薬）第233号           平成11年 4月 1日
     0478-52-2570  (0478-52-5234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23545240114  有限会社セイミヤ薬局〒287-0041 （調基１）第288号         平成28年 4月 1日
     　セイミヤ薬局　佐原香取市玉造２－１－３ （後発調２）第1645号      平成28年 9月 1日
     店 0478-55-0306  (0478-55-0306) （か薬）第1138号          平成29年11月 1日
     （在薬）第240号           平成11年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23555240163  有限会社　サン調剤薬〒287-0003 （調基１）第262号         平成28年 4月 1日
     局　サン薬局　佐原店香取市佐原イ３８３８ （後発調１）第2352号      平成28年 7月 1日
     0478-55-9222  (0478-55-9220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23565240197  佐原中央薬局東店 〒287-0003 （調基１）第1042号        平成28年 4月 1日
     香取市佐原イ２３１４ （調）第163号             平成28年 4月 1日
     0478-55-2525  （後発調１）第2439号      平成28年 9月 1日
     （薬菌）第107号           平成26年12月 1日
     （在調）第321号           平成27年 1月 1日
     （か薬）第355号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1082号          平成18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  251

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 23575240205  あやめ薬局 〒287-0002 （調基１）第7号           平成28年 4月 1日
     香取市北３－７－１２　豊島ビル （調）第211号             平成28年 4月 1日
     １Ｆ （後発調２）第1634号      平成28年 8月 1日
     0478-52-0911  (0478-52-0912) （か薬）第440号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1075号          平成18年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23585240213  株式会社　三宅回生堂〒289-0313 （調基１）第291号         平成28年 4月 1日
     香取市小見川２９１ （後発調１）第1474号      平成28年 4月 1日
     0478-82-2031  (0478-83-1535)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23595240239  株式会社　イシダ薬局〒289-0313 （調基１）第1641号        平成28年 4月 1日
     　株式会社　イシダ薬香取市小見川９４２－１ショッピ （後発調２）第1798号      平成29年 1月 1日
     局ウィル店 ングプラザウィル （在薬）第251号           平成11年 4月 1日
     0478-83-1550  (0478-82-2969)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23605240254  すがや薬局 〒289-0313 （調基１）第370号         平成28年 4月 1日
     香取市小見川７６５－１ （在薬）第2660号          平成29年 1月27日
     0478-82-2181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23615240288  有限会社エフジェイケ〒289-0305 （調基１）第772号         平成28年 4月 1日
     ー　フジキ薬局　アピ香取市分郷３４－２ （後発調２）第1272号      平成28年 4月 1日
     オ店 0478-80-1021  (0478-83-8122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23625240312  博進堂薬局 〒289-0411 （調基１）第1945号        平成28年 4月 1日
     香取市府馬３００４ （後発調２）第2025号      平成29年 9月 1日
     0478-78-2923  (0478-78-5237) （在調）第614号           平成29年 9月 1日
     （在薬）第954号           平成17年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23635240320  毎日薬局　香取谷中店〒287-0061 （調基１）第930号         平成28年 4月 1日
     香取市谷中９５４ （後発調２）第2100号      平成29年11月 1日
     0478-52-2123  (0478-52-2124) （か薬）第1107号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第2157号          平成25年12月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23645240361  有限会社メディカルボ〒287-0002 （調基１）第119号         平成28年 4月 1日
     ックス　げんき調剤薬香取市北３－７－１１
     局 0478-55-8810  (0478-55-8818)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23655240379  アイリス薬局　佐原店〒287-0003 （調基１）第1903号        平成28年 4月 1日
     香取市佐原イ２３９８－１ （後発調１）第1481号      平成28年 4月 1日
     0478-55-8771  （在薬）第1523号          平成21年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23665240395  さくら薬局　小見川店〒289-0332 （調基２）第26号          平成28年 4月 1日
     香取市南原地新田４２６－５ （後発調２）第1896号      平成29年 3月 1日
     0478-80-0411  (0478-80-0412) （か薬）第1043号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第1655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  252

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 23675240411  あすなろ薬局 〒289-0331 （調基１）第868号         平成28年 4月 1日
     香取市羽根川１８３－１ （後発調２）第1660号      平成28年 9月 1日
     0478-80-0440  (0478-80-0441) （在薬）第1722号          平成22年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23685240429  あすなろ薬局　香取店〒287-0003 （調基１）第387号         平成28年 4月 1日
     香取市佐原イ２３８９－１ （後発調２）第1568号      平成28年 7月 1日
     0478-52-4976  (0478-52-4977) （在薬）第1801号          平成23年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23695240445  ヤックスドラッグ薬局〒287-0003 （調基１）第1436号        平成28年 4月 1日
     　佐原店 香取市佐原イ４１９６－１ （調）第586号             平成30年 1月 1日
     0478-52-5776  (0478-52-5776) （薬菌）第96号            平成26年 8月 1日
     （か薬）第1216号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第1918号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23705240452  有限会社　今泉薬局　〒287-0003 （調基１）第2号           平成28年 4月 1日
     有限会社　今泉薬局 香取市佐原イ２５８８－２ （在薬）第1929号          平成24年 5月 7日
     0478-52-5255  (0478-52-5520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23715240460  株式会社　ＭＩＹＡＭ〒289-0414 （調基１）第13号          平成28年 4月 1日
     Ｏ　いろは薬局　香取香取市長岡１３０４－３６ （後発調１）第2317号      平成28年 7月 1日
     店 0478-79-6727  (0478-79-6737) （か薬）第1203号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23725240478  ウエルシア薬局香取佐〒287-0003 （調基１）第654号         平成28年 4月 1日
     原店 香取市佐原イ４２００ （後発調２）第2118号      平成29年12月 1日
     0478-50-2020  (0478-50-2022) （在薬）第2040号          平成25年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23735240486  さくら薬局　香取北店〒287-0002 （調基３）第11号          平成28年 4月 1日
     香取市北１－１０－５ （後発調１）第1507号      平成28年 4月 1日
     0478-79-0116  (0478-79-0118) （在薬）第2367号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23745240494  さくら薬局　香取牧野〒287-0033 （調基１）第354号         平成28年 4月 1日
     店 香取市牧野２０６７ （後発調２）第1181号      平成28年 4月 1日
     0478-79-0603  (0478-79-0605) （か薬）第1197号          平成29年12月 1日
     （在薬）第2407号          平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23755240502  かとり薬局 〒287-0011 （調基１）第1974号        平成28年 6月14日
     香取市津宮字沼田１２９３－２ （後発調１）第2619号      平成29年 2月 1日
     0478-79-5522  (0478-79-5523) （在薬）第2533号          平成28年 6月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23765240510  パルム薬局　佐原店 〒287-0002 （調基１）第2030号        平成28年11月 1日
     香取市北３－５－５ （後発調１）第2626号      平成29年 3月 1日
     0478-79-9800  (0478-79-9801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23775240528  サクマ薬局北口店 〒287-0002 （調基１）第2084号        平成29年 1月 1日
     香取市北３－１３－１９ （在薬）第2658号          平成29年 1月 1日
     0478-52-3886  (0478-52-3886)



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  253

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 23785240536  共創未来　佐原薬局 〒287-0003 （調基３）第199号         平成30年 1月 1日
     香取市佐原イ３３０７ （後発調１）第2938号      平成30年 3月 1日
     0478-79-0201  (0478-79-0202) （在薬）第2745号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23795340005  株式会社　新盛堂薬局〒289-1326 （調基１）第1902号        平成28年 4月 1日
     山武市成東２４６７ （か薬）第267号           平成28年 4月 1日
     0475-82-2138  (0475-82-5579) （在薬）第1706号          平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23805340021  有限会社海保薬局 〒289-1514
     山武市松尾町松尾４０
     0479-86-2051  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23815340039  山田薬局 〒289-1514
     山武市松尾町松尾５０
     0479-86-4671  (0479-86-4696)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23825340070  株式会社並木薬局　東〒289-1345 （調基１）第208号         平成28年 4月 1日
     町店 山武市津辺１３２ （後発調１）第1458号      平成28年 4月 1日
     0475-82-2009  (0475-82-0690) （か薬）第5号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第326号           平成11年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23835340088  ひまわり薬局 〒289-1223 （調基１）第64号          平成28年 4月 1日
     山武市埴谷１２３２ （後発調１）第1421号      平成28年 4月 1日
     0475-89-1789  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23845340120  有限会社つかさ　はづ〒289-1323 （調基１）第1608号        平成28年 4月 1日
     き薬局 山武市富口５３７－６
     0475-80-1500  (0475-80-1501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23855340138  サンリツ薬局　成東店〒289-1326 （調基１）第363号         平成28年 4月 1日
     山武市成東１６４－２ （後発調１）第2438号      平成28年 9月 1日
     0475-82-8828  (0475-82-8858) （在薬）第1091号          平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23865340179  平和堂薬局　松尾店 〒289-1527 （調基１）第1151号        平成28年 4月 1日
     山武市松尾町大堤字鎌田１３４－ （在調）第633号           平成29年10月 1日
     ３ （在薬）第913号           平成16年 8月 1日
     0479-86-5192  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23875340187  コーセー薬局睦岡店 〒289-1223 （調基１）第247号         平成28年 4月 1日
     山武市埴谷８００－２ （後発調１）第1465号      平成28年 4月 1日
     0475-89-3841  (0475-89-3842) （在薬）第1848号          平成24年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23885340195  すみれ薬局成東店 〒289-1326 （調基１）第1206号        平成28年 4月 1日
     山武市成東７４４－１ （後発調２）第1362号      平成28年 4月 1日
     0475-80-2240  (0475-80-2245) （か薬）第237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

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  254

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 23895340211  みつわ薬局　成東店 〒289-1321 （調基１）第1397号        平成28年 4月 1日
     山武市富田ト７１８－１
     0475-80-2360  (0475-80-2361)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23905340229  あおぞら薬局　姫島店〒289-1327 （調基３）第154号         平成28年 4月 1日
     山武市姫島２６７－９ （後発調２）第1512号      平成28年 6月 1日
     0475-82-5564  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23915340252  有限会社毎日薬局　毎〒289-1801 （調基１）第924号         平成28年 4月 1日
     日薬局　蓮沼店 山武市蓮沼イ２２４３－３ （後発調２）第1884号      平成29年 3月 1日
     0475-86-4002  (0475-86-4003) （在調）第422号           平成28年 2月 1日
     （か薬）第186号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第1879号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23925340278  ササハラ薬局 〒289-1212 （調基１）第855号         平成28年 4月 1日
     山武市木原２１７－１２ （後発調１）第1803号      平成28年 4月 1日
     0475-88-2765  (0475-88-2752) （薬菌）第135号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2497号          平成28年 3月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23935340286  ウエルシア薬局　山武〒289-1326 （調基１）第610号         平成28年 4月 1日
     成東店 山武市成東字北上宿下４９１－２ （後発調１）第1634号      平成28年 4月 1日
     0475-82-0226  (0475-82-0227) （在薬）第1717号          平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23945340294  ゆり薬局　大平店 〒289-1537 （調基１）第19号          平成28年 4月 1日
     山武市松尾町借毛本郷３９６７ （後発調１）第1392号      平成28年 4月 1日
     0479-86-7787  (0479-86-7787) （在薬）第1787号          平成23年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23955340302  みつわ薬局　蓮沼店 〒289-1801 （調基１）第588号         平成28年 4月 1日
     山武市蓮沼イ１３７２－３ （後発調１）第2443号      平成28年 9月 1日
     0475-53-5333  (0475-53-5373)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23965340310  ヤックスドラッグ成東〒289-1326 （調基１）第1435号        平成28年 4月 1日
     東薬局 山武市成東１６０－３ （か薬）第906号           平成29年 4月 1日
     0475-82-7250  (0475-82-7250) （在薬）第1906号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23975340328  共創未来　成東薬局 〒289-1326 （調基１）第1595号        平成28年 4月 1日
     山武市成東１６５－１ （後発調２）第2184号      平成30年 1月 1日
     0475-80-2633  (0475-80-2636) （か薬）第729号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2142号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23985340336  アイティオー松尾薬局〒289-1513 （調基１）第1993号        平成28年 6月 1日
     山武市松尾町猿尾３１５ （調）第368号             平成28年 8月 1日
     0479-86-6810  (0479-86-6850) （後発調１）第2312号      平成28年 6月 1日
     （か薬）第698号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2536号          平成28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
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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  255

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 23995340344  有限会社キシモト薬局〒289-1345 （調基１）第2211号        平成29年 8月 1日
     山武市津辺２２５－１ （後発調２）第2034号      平成29年 8月 1日
     0475-82-2136  (0475-82-6613) （在薬）第2748号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 24005340351  オリエンタルファーマ〒289-1805 （調基１）第2241号        平成29年10月 1日
     シー 山武市蓮沼ニ２０６８－１ （後発調１）第2846号      平成29年10月 1日
     0475-86-3715  (0475-86-3983)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 24015440003  さくらんぼ薬局　増穂〒299-3218 （調基１）第901号         平成28年 4月 1日
     店 大網白里市北飯塚３４５－２ （後発調２）第1254号      平成28年 4月 1日
     0475-70-2828  (0475-70-2829) （か薬）第260号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第2193号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 24025440011  明倫堂薬局 〒299-3255 （調基１）第802号         平成28年 4月 1日
     大網白里市みどりが丘３－１０－ （調）第524号             平成29年 7月 1日
     ５ （後発調２）第1642号      平成28年 8月 1日
     0475-73-0567  (0475-73-0568) （か薬）第1061号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第2703号          平成29年 4月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 24035440029  アップル薬局　大網店〒299-3255 （調基１）第1322号        平成28年 4月 1日
     大網白里市みどりが丘３－９－１ （後発調２）第1646号      平成28年 9月 1日
     ９ （か薬）第755号           平成29年 4月 1日
     0475-53-5100  (0475-53-5101) （在薬）第2470号          平成27年12月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 24045440037  ミサト薬局　おおあみ〒299-3223 （調基１）第156号         平成28年 4月 1日
     店 大網白里市南横川２５４１－１ （後発調２）第1474号      平成28年 5月 1日
     0475-73-6675  (0475-73-6676)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 24055440045  イオン薬局大網白里店〒299-3236 （調基１）第2127号        平成29年 4月 1日
     大網白里市みやこ野１－１－２ （後発調２）第2189号      平成30年 1月 1日
     0475-73-2948  (0475-73-2951) （在薬）第2637号          平成28年11月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


