
届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日    1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,058,1 有限会社今池薬局 〒464-0850 （調基１）第181号         平成28年 4月 1日
     や千種58 名古屋市千種区今池５－２－３　 （在薬）第1010号          平成 6年11月 1日
     共栄ビル１階
     052-731-4623  (052-731-4623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2010,084,7 薬局ヤママンファーマ〒464-0848 （調基１）第1号           平成28年 4月 1日
     や千種84 シー 名古屋市千種区春岡１－５－６池 （在薬）第2467号          平成14年 5月 1日
     下ヤママンビル１階
     052-761-5863  (052-761-5863)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3010,089,6 ハラ薬局 〒464-0082 （調基１）第1659号        平成28年 4月 1日
     や千種89 名古屋市千種区上野３－２０－１ （か薬）第1459号          平成28年 4月 1日
     ８ （在薬）第1608号          平成10年 5月 1日
     052-711-0503  (052-721-1354)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4010,110,0 橋村薬局 〒464-0037 （調基１）第400号         平成28年 4月 1日
     や千種110 名古屋市千種区楠元町２－３３ （在薬）第1000号          平成 6年11月 1日
     052-751-0666  (052-751-1550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5010,133,2 ちくさ調剤薬局 〒464-0821 （調基１）第401号         平成28年 4月 1日
     や千種133 名古屋市千種区末盛通り１－１７ （地支体）第97号          平成30年 4月 1日
     中久木ビル内１階 （後発調１）第50号        平成30年 4月 1日
     052-763-1129  (052-763-1119) （在調）第200号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第20号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第1016号          平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6010,147,2 ヨシミ薬局 〒464-0008 （調基１）第404号         平成28年 4月 1日
     や千種147 名古屋市千種区宮根台１－４－２ （在薬）第1002号          平成 6年11月 1日
     ４山内ビル１階
     052-775-6765  (052-775-6765)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7010,157,1 内山薬局 〒464-0075 （調基１）第405号         平成28年 4月 1日
     や千種157 名古屋市千種区内山３－３２－２ （在薬）第2468号          平成14年 5月 1日
     052-731-4608  (052-731-4682)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8010,159,7 十全薬局 〒464-0850 （調基１）第406号         平成28年 4月 1日
     や千種159 名古屋市千種区今池３－３－６ （地支体）第239号         平成30年 4月 1日
     052-735-3971  (052-735-3972) （か薬）第1460号          平成28年 5月30日
     （在薬）第2744号          平成15年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9010,161,3 春岡調剤薬局 〒464-0851 （調基１）第152号         平成28年 4月 1日
     や千種161 名古屋市千種区今池南２５－１０ （地支体）第31号          平成30年 4月 1日
     052-735-6781  (052-735-6363) （後発調２）第102号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第201号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1189号          平成 7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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日    2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   10010,164,7 天満堂薬局 〒464-0095 （調基１）第407号         平成28年 4月 1日
     や千種164 名古屋市千種区天満通１－４３－ （後発調１）第93号        平成30年 4月 1日
     １ （在薬）第1005号          平成 8年 7月 1日
     052-711-3053  (052-711-3053)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11010,165,4 ケミストムトウ薬局千〒464-0041 （調基１）第408号         平成28年 4月 1日
     や千種165 種台店 名古屋市千種区霞ケ丘２－９－１ （在薬）第1415号          平成 9年 9月22日
     ３霞ケ丘ビル１階
     052-712-5112  (052-712-5210)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12010,167,0 ケミストムトウ薬局東〒464-0034 （調基１）第409号         平成28年 4月 1日
     や千種167 山店 名古屋市千種区清住町３－５５ （在薬）第1436号          平成 9年10月 1日
     052-784-2206  (052-784-2206)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13010,174,6 有限会社千里馬薬局今〒464-0850 （調基１）第1678号        平成28年 4月 1日
     や千種174 池店 名古屋市千種区今池５－２３－１
     ６
     052-732-6781  (052-915-7577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14010,177,9 たまみず薬局 〒464-0075 （調基１）第1660号        平成28年 4月 1日
     や千種177 名古屋市千種区内山２－８－６神 （地支体）第98号          平成30年 4月 1日
     田ビル１階 （後発調３）第213号       平成30年 4月 1日
     052-734-8966  (052-734-8969) （か薬）第455号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4324号          平成21年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15010,180,3 有限会社アサヒ薬局今〒464-0850 （調基１）第411号         平成28年 4月 1日
     や千種180 池店 名古屋市千種区今池５－１７－２ （か薬）第1381号          平成28年 5月 1日
     スターブル５１７　１階
     052-744-5115  (052-744-5118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16010,183,7 ハットリ調剤薬局 〒464-0003 （調基１）第412号         平成28年 4月 1日
     や千種183 名古屋市千種区新西２－９－７ （地支体）第32号          平成30年 4月 1日
     052-775-1651  (052-775-1656) （後発調１）第94号        平成30年 4月 1日
     （か薬）第456号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1881号          平成11年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17010,188,6 有限会社ヘルスポイン〒464-0077 （調基１）第413号         平成28年 4月 1日
     や千種188 ト調剤薬局神田店 名古屋市千種区神田町１９－１３ （地支体）第99号          平成30年 4月 1日
     052-712-6220  (052-712-6222) （後発調１）第164号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1903号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第2156号          平成12年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18010,200,9 ケア調剤薬局　本山店〒464-0032 （調基１）第2763号        平成28年11月 1日
     や千種200 名古屋市千種区猫洞通３－７－４ （在薬）第5807号          平成28年11月 1日
     グリーンヒルズ猫洞１階
     052-757-2137  (052-757-2138)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日    3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   19010,212,4 若水十全薬局 〒464-0073 （調基１）第2946号        平成29年 5月 1日
     や千種212 名古屋市千種区高見１－６－１中 （在薬）第5907号          平成29年 5月 1日
     央建材工業株式会社ビル１階
     052-752-6521  (052-759-5675)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20010,219,9 阪神調剤薬局池下店 〒464-0841 （調基１）第416号         平成28年 4月 1日
     や千種219 名古屋市千種区覚王山通８－７０ （地支体）第591号         平成30年 4月 1日
     －１サンクレア池下４階 （在調）第1014号          平成29年 8月 1日
     052-764-5686  (052-764-5686) （か薬）第1479号          平成28年 5月30日
     （在薬）第3240号          平成17年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21010,221,5 ほしがおか薬局 〒464-0026 （調基１）第417号         平成28年 4月 1日
     や千種221 名古屋市千種区井上町１１３星ヶ （後発調２）第61号        平成30年 4月 1日
     丘中央ビル２階 （か薬）第993号           平成28年 4月 1日
     052-789-0626  (052-789-0627) （在薬）第3160号          平成17年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22010,223,1 三聖堂薬局自由ヶ丘店〒464-0031 （調基１）第1664号        平成28年 4月 1日
     や千種223 名古屋市千種区徳川山町５－１－ （調基３ロ）第151号       平成30年 4月 1日
     ３１ （か薬）第1541号          平成28年 8月 1日
     052-757-5593  (052-757-5594) （在薬）第3083号          平成16年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23010,225,6 スギヤマ薬局池下店 〒464-0067 （調基１）第1665号        平成28年 4月 1日
     や千種225 名古屋市千種区池下２－１－１４ （在調）第1108号          平成30年 3月 1日
     052-761-4331  (052-752-8941) （在薬）第3161号          平成16年12月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24010,226,4 たかみ調剤薬局 〒464-0073 （調基１）第418号         平成28年 4月 1日
     や千種226 名古屋市千種区高見１－１－１１ （か薬）第1619号          平成28年10月 1日
     山田アパート１階 （在薬）第3162号          平成17年 1月 1日
     052-752-8065  (052-752-8074)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25010,227,2 スギヤマ薬局春岡通店〒464-0847 （調基１）第1666号        平成28年 4月 1日
     や千種227 名古屋市千種区春岡通７－２８－ （在薬）第3163号          平成16年12月21日
     １
     052-757-5511  (052-757-5513)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26010,228,0 三丁目調剤薬局 〒464-0075 （調基３イ）第31号        平成30年 4月 1日
     や千種228 名古屋市千種区内山３－１０－１ （後発調３）第68号        平成30年 4月 1日
     ７今池セントラルビル１階 （在調）第513号           平成27年 2月 1日
     052-744-0788  (052-744-0780) （か薬）第207号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4308号          平成21年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27010,231,4 ぽぷり調剤薬局若水店〒464-0071 （調基１）第420号         平成28年 4月 1日
     や千種231 名古屋市千種区若水３－５－２２ （後発調１）第674号       平成30年 5月 1日
     サンガーデンムゲンダイＢ１ （在薬）第5898号          平成29年 4月 1日
     052-725-7351  (052-725-7352)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日    4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   28010,233,0 くるみ調剤薬局いまい〒464-0075 （調基１）第421号         平成28年 4月 1日
     や千種233 け店 名古屋市千種区内山２－１５－１ （地支体）第458号         平成30年 4月 1日
     ５メゾン内山１階 （後発調２）第1号         平成30年 4月 1日
     052-732-8808  (052-732-8818) （薬菌）第47号            平成21年 9月 1日
     （在調）第64号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第458号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3299号          平成17年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29010,234,8 タンポポ堂薬局 〒464-0841 （調基１）第422号         平成28年 4月 1日
     や千種234 名古屋市千種区覚王山通８－７０ （後発調１）第95号        平成30年 4月 1日
     －１サンクレア池下４階 （か薬）第1787号          平成29年 1月 1日
     052-757-2238  (052-757-2239) （在薬）第3343号          平成18年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30010,235,5 たんぽぽ薬局池下店 〒464-0074 （調基１）第321号         平成28年 4月 1日
     や千種235 名古屋市千種区仲田２－１２－１ （後発調１）第270号       平成30年 4月 1日
     ０ （在調）第2号             平成24年 4月 1日
     052-757-5031  (052-761-5272) （在薬）第3354号          平成18年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31010,238,9 しょうなん調剤薬局都〒464-0077 （調基１）第423号         平成28年 4月 1日
     や千種238 通店 名古屋市千種区神田町３１－１９ （在調）第1004号          平成29年 7月 1日
     052-875-6781  (052-875-6782) （在薬）第3625号          平成19年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32010,242,1 ユタカ薬局池下 〒464-0841 （調基１）第1667号        平成28年 4月 1日
     や千種242 名古屋市千種区覚王山通７－１１ （か薬）第2065号          平成29年 7月 1日
     チカシン池下２階 （在薬）第3841号          平成20年 9月 1日
     052-761-2265  (052-757-3278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33010,245,4 スギ薬局　今池店 〒464-0850 （調基１）第2340号        平成28年 4月 1日
     や千種245 名古屋市千種区今池１－１１－５ （地支体）第381号         平成30年 4月 1日
     052-745-7651  (052-745-7653) （薬菌）第270号           平成29年10月 1日
     （在調）第379号           平成26年 4月 1日
     （在調）第1176号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第2283号          平成29年12月 1日
     （在薬）第3872号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34010,246,2 スギ薬局　谷口店 〒464-0081 （調基１）第2341号        平成28年 4月 1日
     や千種246 名古屋市千種区谷口町５－２４ （地支体）第382号         平成30年 4月 1日
     052-719-2431  (052-712-2010) （薬菌）第32号            平成20年 9月 1日
     （在調）第380号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第939号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3873号          平成20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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日    5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   35010,247,0 みゆきファーマシー今〒464-0850 （調基１）第183号         平成28年 4月 1日
     や千種247 池店 名古屋市千種区今池５－２０－１ （地支体）第459号         平成30年 4月 1日
     ５花水木アサノビル１階 （後発調１）第271号       平成30年 4月 1日
     052-734-0081  (052-734-0082) （在調）第1120号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第1145号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4054号          平成20年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36010,249,6 トーカイ薬局池下店 〒464-0848 （調基３イ）第85号        平成30年 4月 1日
     や千種249 名古屋市千種区春岡１－４－１９ （在調）第1090号          平成30年 1月 1日
     052-764-0631  (052-764-0632) （か薬）第1354号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4199号          平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37010,252,0 しょうなん調剤薬局　〒464-0092 （調基１）第424号         平成28年 4月 1日
     や千種252 茶屋が坂店 名古屋市千種区茶屋が坂１－１５ （在調）第936号           平成29年 4月 1日
     －２ （在薬）第4256号          平成21年 9月 1日
     052-739-5315  (052-739-5316)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38010,253,8 今池中央薬局 〒464-0850 （調基１）第1668号        平成28年 4月 1日
     や千種253 名古屋市千種区今池３－１６－１ （地支体）第33号          平成30年 4月 1日
     ２三貴ビル１階 （在調）第333号           平成26年 4月 1日
     052-744-0585  (052-744-0582) （か薬）第459号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4274号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39010,254,6 はすのは調剤薬局 〒464-0036 （調基１）第171号         平成28年 4月 1日
     や千種254 名古屋市千種区本山町２－３８ （後発調３）第214号       平成30年 4月 1日
     052-757-3900  (052-757-3905) （在薬）第4288号          平成21年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40010,257,9 かりん薬局茶屋ヶ坂調〒464-0092 （調基１）第425号         平成28年 4月 1日
     や千種257 剤センター 名古屋市千種区茶屋が坂１－１２ （地支体）第592号         平成30年 4月 1日
     －２２ （後発調１）第446号       平成30年 4月 1日
     052-739-7116  (052-739-7117) （か薬）第1593号          平成28年 9月 1日
     （在薬）第4404号          平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41010,258,7 もうり調剤薬局 〒464-0006 （調基１）第1669号        平成28年 4月 1日
     や千種258 名古屋市千種区光が丘１－１６１ （地支体）第100号         平成30年 4月 1日
     ２ （後発調１）第165号       平成30年 4月 1日
     052-725-3030  (052-725-3032) （薬菌）第60号            平成22年 9月 1日
     （か薬）第1332号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4492号          平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42010,259,5 かりん薬局田代調剤セ〒464-0832 （調基１）第426号         平成28年 4月 1日
     や千種259 ンター 名古屋市千種区山添町１－２７－ （地支体）第593号         平成30年 4月 1日
     １ （後発調１）第447号       平成30年 4月 1日
     052-753-4700  (052-753-4701) （か薬）第2106号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第4505号          平成22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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日    6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   43010,261,1 アプリコ薬局 〒464-0083 （調基１）第1671号        平成28年 4月 1日
     や千種261 名古屋市千種区北千種３－４－１ （地支体）第835号         平成30年 4月 1日
     ２カーサベーネ１階 （後発調２）第524号       平成30年 4月 1日
     052-723-7373  (052-723-7370) （在調）第65号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第1904号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第4628号          平成23年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44010,262,9 エムハート薬局　自由〒464-0031 （調基１）第93号          平成28年 4月 1日
     や千種262 ヶ丘店 名古屋市千種区徳川山町５－１－ （地支体）第101号         平成30年 4月 1日
     ２ （か薬）第1883号          平成29年 4月 1日
     052-762-6605  (052-762-6607) （在薬）第4743号          平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45010,264,5 スギヤマ調剤薬局サン〒464-0841 （調基１）第1673号        平成28年 4月 1日
     や千種264 クレア池下店 名古屋市千種区覚王山通８－７０ （在調）第624号           平成28年 1月 1日
     サンクレア池下東棟４階 （在薬）第4806号          平成24年 8月21日
     052-764-5271  (052-764-5277)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46010,265,2 スギヤマ調剤薬局今池〒464-0850 （調基１）第1674号        平成28年 4月 1日
     や千種265 店 名古屋市千種区今池４－１１－５ （在調）第584号           平成27年10月 1日
     052-745-5281  (052-745-5282) （在薬）第4807号          平成24年 8月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47010,266,0 スギヤマ調剤薬局高見〒464-0073 （調基１）第1675号        平成28年 4月 1日
     や千種266 店 名古屋市千種区高見１－１－５よ （調基３イ）第86号        平成30年 4月 1日
     こちビル１階 （在調）第585号           平成27年10月 1日
     052-752-5600  (052-752-5633) （か薬）第1971号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第4808号          平成24年 8月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48010,267,8 みゆきファーマシー田〒464-0833 （調基１）第427号         平成28年 4月 1日
     や千種267 代店 名古屋市千種区大島町１－２４１ （地支体）第322号         平成30年 4月 1日
     階 （在調）第913号           平成28年12月 1日
     052-734-7719  (052-753-9671) （か薬）第1147号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4862号          平成24年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49010,270,2 ハートフル調剤薬局今〒464-0075 （調基１）第428号         平成28年 4月 1日
     や千種270 池店 名古屋市千種区内山３－３１－１ （在薬）第4909号          平成25年 3月 1日
     ４サンシャイン今池ビル１階
     052-744-0255  (052-744-0266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50010,271,0 さくらが丘調剤薬局 〒464-0025 （調基１）第1676号        平成28年 4月 1日
     や千種271 名古屋市千種区桜が丘２９５第８ （在薬）第4910号          平成25年 3月 1日
     オオタビル１階東
     052-783-5580  (052-783-5560)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日    7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   51010,272,8 マックスバリュ千種若〒464-0858 （調基３ロ）第33号        平成30年 4月 1日
     や千種272 宮大通店薬局 名古屋市千種区千種２－１６－１
     ３マックスバリュ千種若宮大通店
     １階
     052-734-5208  (052-857-0716)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52010,273,6 アピタ千代田橋薬局 〒464-0011 （調基１）第429号         平成28年 4月 1日
     や千種273 名古屋市千種区千代田橋２－１－
     １アピタ千代田橋店１階
     052-722-6183  (052-722-6184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53010,274,4 菊井の漢方薬局 〒464-0850 （調基１）第430号         平成28年 4月 1日
     や千種274 名古屋市千種区今池４－１４－１ （後発調１）第166号       平成30年 4月 1日
     １いのうビル１階 （在調）第434号           平成26年 6月 1日
     052-731-7119  (052-731-7119) （在薬）第5104号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54010,275,1 南山堂薬局　高見店 〒464-0073 （調基１）第431号         平成28年 4月 1日
     や千種275 名古屋市千種区高見１－１－１１ （後発調３）第436号       平成30年 4月 1日
     　１階 （在調）第950号           平成29年 4月 1日
     052-734-4181  (052-734-4182) （か薬）第2066号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第5363号          平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55010,277,7 さくら薬局　名古屋自〒464-0044 （調基１）第432号         平成28年 4月 1日
     や千種277 由ヶ丘駅前店 名古屋市千種区自由ケ丘３－２－ （調基３ロ）第152号       平成30年 4月 1日
     ２７シティコーポ自由ケ丘１階 （後発調１）第675号       平成30年 5月 1日
     052-751-6656  (052-751-6658) （か薬）第1607号          平成28年 9月 1日
     （在薬）第5412号          平成27年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56010,278,5 夏目薬局 〒464-0095 （調基１）第1680号        平成28年 4月 1日
     や千種278 名古屋市千種区天満通２－９
     052-711-7228  (052-711-7228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57010,279,3 ビー・アンド・ディー〒464-0807 （調基１）第1681号        平成28年 4月 1日
     や千種279 調剤薬局本山駅店 名古屋市千種区東山通１－１０－ （在薬）第5492号          平成27年 8月 1日
     １本山メディカルステーション１
     階
     052-439-6371  (052-439-6372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58010,280,1 バニラ薬局 〒464-0850 （調基１）第433号         平成28年 4月 1日
     や千種280 名古屋市千種区今池５－３６－２ （地支体）第460号         平成30年 4月 1日
     １ （後発調２）第370号       平成30年 4月 1日
     052-753-3457  (052-753-3458) （か薬）第1663号          平成28年11月 1日
     （在薬）第5470号          平成27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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日    8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   59010,281,9 日本調剤徳川山薬局 〒464-0031 （調基１）第1682号        平成28年 4月 1日
     や千種281 名古屋市千種区徳川山町５－１－ （地支体）第461号         平成30年 4月 1日
     ３７１階 （後発調３）第265号       平成30年 4月 1日
     052-759-5677  (052-752-3618) （在調）第1186号          平成30年 5月 1日
     （か薬）第2217号          平成29年10月 1日
     （在薬）第5524号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60010,282,7 クリエイト薬局名古屋〒464-0026 （調基１）第1817号        平成28年 4月 1日
     や千種282 星が丘店 名古屋市千種区井上町７８　１階 （在薬）第5601号          平成28年 3月 1日
     052-789-0580  (052-789-0581)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61010,283,5 エスケー調剤薬局本山〒464-0821 （調基１）第2610号        平成28年 4月 1日
     や千種283 店 名古屋市千種区末盛通り５－３メ （後発調１）第272号       平成30年 4月 1日
     ディカルビル１階 （在薬）第5639号          平成28年 4月 1日
     052-757-3661  (052-757-3662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62010,284,3 アピス薬局千代が丘店〒464-0005 （調基１）第2611号        平成28年 4月 1日
     や千種284 名古屋市千種区千代が丘５－５０ （後発調１）第448号       平成30年 4月 1日
     ショッピングセンターコスモ３階 （在薬）第5640号          平成28年 4月 1日
     052-760-3820  (052-760-3823)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63010,285,0 Ｖ・ｄｒｕｇ　光が丘〒464-0006 （調基１）第2669号        平成28年 8月 1日
     や千種285 薬局 名古屋市千種区光が丘２－１５０ （後発調２）第662号       平成30年 5月 1日
     ３ （在薬）第5728号          平成28年 8月 1日
     052-725-9261  (052-725-6262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64010,286,8 クオール薬局自由ヶ丘〒464-0021 （調基１）第2731号        平成28年 9月 1日
     や千種286 店 名古屋市千種区鹿子殿２－１　フ （調基３ロ）第34号        平成30年 4月 1日
     カツビル１階 （か薬）第2369号          平成30年 3月 1日
     052-764-2660  (052-757-5790) （在薬）第5712号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65010,287,6 しょうなん調剤薬局　〒464-0096 （調基１）第2693号        平成28年 9月 1日
     や千種287 上野店 名古屋市千種区下方町４－５４ （後発調１）第436号       平成30年 4月 1日
     052-725-5841  (052-725-5843) （在調）第1026号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第5711号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66010,291,8 ポトス薬局ほしがおか〒464-0802 （調基１）第2764号        平成28年12月 1日
     や千種291 店 名古屋市千種区星が丘元町１４－ （後発調３）第437号       平成30年 4月 1日
     ４星が丘プラザビル４階 （在調）第1109号          平成30年 3月 1日
     052-789-1070  (052-789-1071) （か薬）第2348号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第5808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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日    9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   67010,292,6 日本調剤　大久手薬局〒464-0854 （調基１）第2790号        平成29年 1月 1日
     や千種292 名古屋市千種区大久手町５－１６ （調基３ロ）第239号       平成30年 4月 1日
     　１階 （後発調２）第525号       平成30年 4月 1日
     052-744-3575  (052-744-3576) （在調）第923号           平成29年 1月 1日
     （か薬）第2088号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第5835号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68010,293,4 もとやま薬局 〒464-0819 （調基１）第2931号        平成29年 5月 1日
     や千種293 名古屋市千種区四谷通１－１３ノ （後発調２）第316号       平成30年 4月 1日
     ア四ツ谷２階 （在薬）第5908号          平成29年 5月 1日
     052-734-3073  (052-734-3074)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69010,294,2 うえの調剤薬局 〒464-0082 （調基１）第2958号        平成29年 6月 1日
     や千種294 名古屋市千種区上野３－８－２０ （地支体）第462号         平成30年 4月 1日
     １階 （後発調３）第266号       平成30年 4月 1日
     052-725-5573  (052-725-5574) （在調）第1129号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第2067号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第5933号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70010,295,9 今池すみれ薬局 〒464-0850 （調基１）第3013号        平成29年10月 1日
     や千種295 名古屋市千種区今池３－１２－１ （在薬）第5991号          平成29年10月 1日
     ４今池ビル新館１階
     052-753-6627  (052-753-6628)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71010,296,7 南山堂薬局　清明山店〒464-0087 （調基１）第3076号        平成30年 1月 1日
     や千種296 名古屋市千種区清明山２－１－２ （後発調１）第51号        平成30年 4月 1日
     ５ （在薬）第6047号          平成30年 1月 1日
     052-725-7310  (052-725-7311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72010,297,5 パークファーマシー今〒464-0850 （調基１）第3077号        平成30年 2月 1日
     や千種297 池 名古屋市千種区今池１－８－８今 （在薬）第6048号          平成30年 2月 1日
     池ガスビル１階
     052-735-3711  (052-735-3722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73010,298,3 ライフケア調剤薬局千〒464-0075 （調基１）第3154号        平成30年 4月 1日
     や千種298 種駅店 名古屋市千種区内山３－２５－６ （在薬）第6124号          平成30年 4月 4日
     一光千種ターミナルビル３階Ｅ
     052-733-2997  (052-733-2998)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74020,078,7 メイリン薬局 〒461-0032 （調基１）第434号         平成28年 4月 1日
     や東78 名古屋市東区出来町１－１０－２ （在薬）第5637号          平成28年 5月 1日
     ３大松ビル１階
     052-935-9158  (052-935-9158)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   75020,082,9 田原薬局 〒461-0003 （調基１）第435号         平成28年 4月 1日
     や東82 名古屋市東区筒井３－２４－１４ （地支体）第34号          平成30年 4月 1日
     052-935-6535  (052-932-8377) （か薬）第124号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4577号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76020,085,2 株式会社葵ニコニコ薬〒461-0004 （調基１）第436号         平成28年 4月 1日
     や東85 局 名古屋市東区葵３－１－２１１階 （地支体）第102号         平成30年 4月 1日
     052-935-1479  (052-935-1479) （後発調１）第167号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第125号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5695号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77020,086,0 太陽堂薬局 〒461-0038 （調基１）第437号         平成28年 4月 1日
     や東86 名古屋市東区新出来２－６－１５ （後発調３）第69号        平成30年 4月 1日
     コーポ都１階 （在調）第66号            平成24年 4月 1日
     052-937-8518  (052-937-8518) （在薬）第3242号          平成17年 5月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78020,093,6 パワーステーション薬〒461-0045 （調基１）第144号         平成28年 4月 1日
     や東93 局 名古屋市東区砂田橋３－２－１０ （地支体）第836号         平成30年 4月 1日
     ２－１２３ （在調）第747号           平成28年 4月 1日
     052-722-4609  (052-723-0661) （か薬）第2078号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第1287号          平成 8年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79020,098,5 めいてつ調剤薬局　本〒461-0019 （調基１）第438号         平成28年 4月 1日
     や東98 店 名古屋市東区三の丸４ー３ー１４ （薬菌）第207号           平成26年12月 1日
     052-950-2680  (052-950-2567) （在調）第32号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第462号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1551号          平成10年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80020,099,3 ケミストムトウ薬局大〒461-0043 （調基１）第439号         平成28年 4月 1日
     や東99 幸店 名古屋市東区大幸２－２－３ （後発調２）第62号        平成30年 4月 1日
     052-722-7506  (052-722-7508) （在薬）第1597号          平成10年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   81020,101,7 キク薬局 〒461-0034 （調基１）第440号         平成28年 4月 1日
     や東101 名古屋市東区豊前町３－４７ （地支体）第103号         平成30年 4月 1日
     052-936-3761  (052-936-8419) （後発調１）第168号       平成30年 4月 1日
     （在調）第22号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第2122号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第1739号          平成10年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82020,106,6 ケア調剤薬局矢田店 〒461-0040 （調基１）第184号         平成28年 4月 1日
     や東106 名古屋市東区矢田２－１６－５５ （後発調１）第52号        平成30年 4月 1日
     052-719-4755  (052-719-4756) （在薬）第2115号          平成12年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83020,115,7 すみれ処方せん調剤薬〒461-0024 （調基１）第322号         平成28年 4月 1日
     や東115 局 名古屋市東区山口町１２－１５ （在薬）第2643号          平成14年 8月 1日
     052-979-3977  (052-979-3978)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   84020,117,3 おおぞね薬局駅前店 〒461-0022 （調基１）第442号         平成28年 4月 1日
     や東117 名古屋市東区東大曽根町４０－１ （地支体）第594号         平成30年 4月 1日
     ２ （後発調１）第449号       平成30年 4月 1日
     052-979-0561  (052-979-0561) （在調）第805号           平成28年 7月 1日
     （か薬）第1972号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第2660号          平成14年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85020,119,9 アイランド薬局　泉店〒461-0001 （調基１）第443号         平成28年 4月 1日
     や東119 名古屋市東区泉３－２６－７山田 （調基３イ）第87号        平成30年 4月 1日
     ビル１階 （か薬）第1744号          平成28年12月 1日
     052-935-8870  (052-935-8858) （在薬）第2714号          平成14年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86020,121,5 めいてつ調剤薬局東大〒461-0019 （調基１）第2583号        平成28年 4月 1日
     や東121 手店 名古屋市東区三の丸４－３－１４ （地支体）第595号         平成30年 4月 1日
     052-957-7355  (052-957-7356) （薬菌）第92号            平成24年10月 1日
     （在調）第283号           平成25年 8月 1日
     （か薬）第1288号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2716号          平成15年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87020,122,3 てらしま薬局 〒461-0001 （調基１）第30号          平成28年 4月 1日
     や東122 名古屋市東区泉３－１－２２ （在薬）第6098号          平成30年 2月23日
     052-931-2723  (052-931-2723)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88020,123,1 ワコウ薬局徳川店 〒461-0023 （調基１）第444号         平成28年 4月 1日
     や東123 名古屋市東区徳川町４０７ （後発調１）第273号       平成30年 4月 1日
     052-930-5892  (052-930-6792) （在薬）第2784号          平成15年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89020,124,9 キョーワ薬局　百人町〒461-0037 （調基３イ）第88号        平成30年 4月 1日
     や東124 店 名古屋市東区百人町１０９－１ （在調）第246号           平成24年 8月 1日
     052-930-7777  (052-930-7778) （か薬）第464号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2874号          平成15年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90020,125,6 有限会社葵　千種薬局〒461-0004 （調基１）第95号          平成28年 4月 1日
     や東125 名古屋市東区葵３－２４－２千種 （在薬）第4730号          平成24年 3月19日
     ビル１階２階
     052-935-4800  (052-935-4070)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91020,127,2 こぐま薬局 〒461-0003 （調基１）第1683号        平成28年 4月 1日
     や東127 名古屋市東区筒井町４－２５－２ （後発調１）第274号       平成30年 4月 1日
     052-939-1717  (052-939-1716) （在薬）第2958号          平成16年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92020,130,6 合資会社マルヤス薬局〒461-0040 （調基１）第445号         平成28年 4月 1日
     や東130 名古屋市東区矢田２－１１－３６ （地支体）第596号         平成30年 4月 1日
     052-711-3471  (052-711-3472) （後発調２）第526号       平成30年 4月 1日
     （在調）第132号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第205号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3561号          平成19年 1月22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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   93020,131,4 白壁調剤薬局 〒461-0011 （調基１）第1684号        平成28年 4月 1日
     や東131 名古屋市東区白壁３－１－２８ （地支体）第319号         平成30年 4月 1日
     052-933-1101  (052-933-1102) （在調）第68号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第1364号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3367号          平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94020,135,5 谷口薬局 〒461-0049 （調基１）第446号         平成28年 4月 1日
     や東135 名古屋市東区古出来１－２－８ （地支体）第321号         平成30年 4月 1日
     052-711-4323  (052-711-2403) （か薬）第463号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3609号          平成19年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95020,136,3 ミントよしの薬局 〒461-0027 （調基１）第447号         平成28年 4月 1日
     や東136 名古屋市東区芳野３－６－４ダイ （か薬）第465号           平成28年 4月 1日
     アパレス東白壁Ｄ００１ （在薬）第3665号          平成19年 9月 1日
     052-936-2615  (052-936-2615)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96020,140,5 イオン薬局ナゴヤドー〒461-0048 （調基３ロ）第1号         平成30年 4月 1日
     や東140 ム前店 名古屋市東区矢田南４－１０２－ （か薬）第2289号          平成29年12月 1日
     ３イオンナゴヤドーム前店１階 （在薬）第5058号          平成25年 9月 1日
     052-725-6450  (052-725-6451)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97020,142,1 スギ薬局　メッツ大曽〒461-0040 （調基１）第2342号        平成28年 4月 1日
     や東142 根店 名古屋市東区矢田２－１－９５Ｍ （地支体）第449号         平成30年 4月 1日
     ＥＴＳ　ＯＺＯＮＥ２階 （か薬）第1884号          平成29年 4月 1日
     052-719-5851  (052-719-5852) （在薬）第3874号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98020,143,9 スギ薬局　砂田橋店 〒461-0045 （調基１）第2343号        平成28年 4月 1日
     や東143 名古屋市東区砂田橋５－３－１４ （在調）第383号           平成26年 4月 1日
     052-719-3180  (052-719-3181) （在薬）第3875号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99020,144,7 フラワー薬局砂田橋店〒461-0045 （調基１）第1686号        平成28年 4月 1日
     や東144 名古屋市東区砂田橋１－１－１０ （地支体）第463号         平成30年 4月 1日
     砂田橋ショッピングセンター１階 （か薬）第1148号          平成28年 4月 1日
     052-723-9311  （在薬）第4055号          平成20年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100020,145,4 スギ薬局　清水口店 〒461-0011 （調基１）第2344号        平成28年 4月 1日
     や東145 名古屋市東区白壁２－５－１６ （在薬）第4112号          平成21年 1月 1日
     052-959-4761  (052-951-3080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101020,147,0 いいだまち調剤薬局 〒461-0013 （調基１）第448号         平成28年 4月 1日
     や東147 名古屋市東区飯田町３４イイダマ （地支体）第847号         平成30年 5月 1日
     チハウス１階北側 （か薬）第2349号          平成30年 3月 1日
     052-938-8580  (052-938-8581) （在薬）第4257号          平成21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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  102020,150,4 スギ薬局　車道店 〒461-0004 （調基１）第2345号        平成28年 4月 1日
     や東150 名古屋市東区葵２－１４－１０ （地支体）第383号         平成30年 4月 1日
     052-979-8330  (052-935-2253) （在調）第384号           平成26年 4月 1日
     （在調）第1177号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第940号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4447号          平成22年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103020,151,2 このみ薬局 〒461-0022 （調基１）第449号         平成28年 4月 1日
     や東151 名古屋市東区東大曽根町１８－７ （地支体）第754号         平成30年 4月 1日
     仲村ビル１階 （後発調１）第450号       平成30年 4月 1日
     052-917-0917  (052-917-0918) （在調）第71号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第466号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4526号          平成23年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104020,152,0 ここあ薬局 〒461-0001 （調基１）第1688号        平成28年 4月 1日
     や東152 名古屋市東区泉１－２３－３６Ｎ （在薬）第5121号          平成25年12月 1日
     ＢＮ泉ビル４階
     052-253-7181  (052-253-7181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105020,155,3 マルミ薬局大曽根店 〒461-0022 （調基１）第1690号        平成28年 4月 1日
     や東155 名古屋市東区東大曽根町２２－７ （後発調１）第275号       平成30年 4月 1日
     052-981-4117  (052-981-4148) （在調）第838号           平成28年 9月 1日
     （か薬）第996号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4739号          平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106020,156,1 よつば薬局 〒461-0001 （調基１）第450号         平成28年 4月 1日
     や東156 名古屋市東区泉２－２９－１７
     052-936-3939  (052-936-8686)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107020,157,9 スギヤマ薬局白壁店 〒461-0027 （調基１）第1691号        平成28年 4月 1日
     や東157 名古屋市東区芳野１－１－５ （後発調１）第416号       平成30年 4月 1日
     052-930-6651  (052-930-6682) （在調）第930号           平成29年 2月 1日
     （在薬）第4925号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108020,158,7 有限会社ミドリ薬局　〒461-0001 （調基１）第451号         平成28年 4月 1日
     や東158 イズミ店 名古屋市東区泉１－１１－１５ （地支体）第104号         平成30年 4月 1日
     052-684-6020  (052-684-6021) （か薬）第997号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5073号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109020,159,5 有限会社ミドリ薬局　〒461-0037 （調基１）第323号         平成28年 4月 1日
     や東159 百人町店 名古屋市東区百人町８２－２ （在薬）第5262号          平成26年 7月 1日
     052-936-7231  (052-936-7232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110020,160,3 スマイル薬局出来町店〒461-0032 （調基１）第1692号        平成28年 4月 1日
     や東160 名古屋市東区出来町３－５－４ （後発調３）第335号       平成30年 4月 1日
     052-726-3700  (052-726-3701) （在薬）第5374号          平成27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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  111020,162,9 ナツメ薬局　代官町店〒461-0002 （調基１）第453号         平成28年 4月 1日
     や東162 名古屋市東区代官町２４－６ （地支体）第29号          平成30年 4月 1日
     052-982-8888  (052-982-8110) （在調）第1130号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第2052号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第5616号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112020,163,7 ウエルシア薬局徳川明〒461-0031 （調基１）第2694号        平成28年 9月 1日
     や東163 倫店 名古屋市東区明倫町２－１４ （後発調１）第276号       平成30年 4月 1日
     052-930-6577  (052-930-6599) （在薬）第5705号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113020,167,8 クオール薬局新栄店 〒461-0004 （調基３ロ）第35号        平成30年 4月 1日
     や東167 名古屋市東区葵１－２５－１２泰 （後発調２）第103号       平成30年 4月 1日
     玄ビル１階 （か薬）第2174号          平成29年 9月 1日
     052-979-2589  (052-979-2590) （在薬）第5860号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114020,169,4 徳川調剤薬局 〒461-0025 （調基１）第2837号        平成29年 4月 1日
     や東169 名古屋市東区徳川２－１２－８１ （在薬）第5881号          平成29年 4月 1日
     階
     052-325-7125  (052-325-7126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115020,170,2 キョーワ薬局　高岳店〒461-0001 （調基１）第2981号        平成29年 8月 1日
     や東170 名古屋市東区泉２－２６－２キョ （地支体）第320号         平成30年 4月 1日
     ーワグループ本社ビル５階 （後発調２）第371号       平成30年 4月 1日
     052-508-4767  (052-508-4768) （薬菌）第269号           平成29年 8月 1日
     （在調）第1027号          平成29年 8月 1日
     （か薬）第2157号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第5956号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116020,171,0 薬局まいるーむ　葵店〒461-0004 （調基１）第3046号        平成29年11月 1日
     や東171 名古屋市東区葵２－１０－２７Ｍ （在薬）第6019号          平成29年11月 1日
     ＩＮＡ葵１階
     052-325-5005  (052-325-5006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117020,172,8 ウエルシア薬局名古屋〒461-0002 （調基１）第3047号        平成29年12月 1日
     や東172 代官町店 名古屋市東区代官町３８－１ （後発調１）第277号       平成30年 4月 1日
     052-930-5280  (052-930-5281) （後発調２）第723号       平成30年 6月 1日
     （在薬）第6020号          平成29年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118020,173,6 サエラ薬局　砂田橋店〒461-0045 （調基１）第3078号        平成30年 1月 1日
     や東173 名古屋市東区砂田橋４－１－５２ （地支体）第848号         平成30年 5月 1日
     コノミヤ１階 （後発調３）第438号       平成30年 4月 1日
     052-715-5330  (052-715-5331) （か薬）第2311号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第6049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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  119020,174,4 くるまみち調剤薬局 〒461-0003 （調基１）第3079号        平成30年 1月 1日
     や東174 名古屋市東区筒井３－２６－２７ （調基３ロ）第2号         平成30年 4月 1日
     都築ビル１階 （後発調１）第97号        平成30年 4月 1日
     052-979-2040  (052-935-8122) （か薬）第2323号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第6050号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120020,175,1 ポトス薬局いずみ店 〒461-0001 （調基１）第3104号        平成30年 3月 1日
     や東175 名古屋市東区泉１－１０－２３パ （在薬）第6083号          平成30年 3月 1日
     ムスガーデン２階
     052-950-2626  (052-950-2629)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121020,176,9 たんぽぽ薬局　東片端〒461-0001 （調基１）第3121号        平成30年 4月 1日
     や東176 店 名古屋市東区泉２－３－５ （在薬）第6115号          平成30年 4月 1日
     052-932-3711  (052-932-3712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  122020,177,7 阪神調剤薬局　名古屋〒461-0001 （調基１）第3155号        平成30年 4月 1日
     や東177 逓信前店 名古屋市東区泉２－２－３０ヴィ （在薬）第6102号          平成30年 4月 1日
     ア－レジュエリービル１階
     052-932-1515  (052-932-1516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123030,055,3 玉置薬局 〒462-0024 （調基１）第1693号        平成28年 4月 1日
     や北55 名古屋市北区鳩岡２－２－２１
     052-914-3546  (052-914-3546)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124030,098,3 合資会社ゴトウ薬局 〒462-0844 （調基１）第454号         平成28年 4月 1日
     や北98 名古屋市北区清水５－２５－２ （地支体）第796号         平成30年 4月 1日
     052-981-0020  (052-915-3824) （か薬）第998号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1669号          平成10年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125030,111,4 ファーマシーイズミ 〒462-0802 （調基２）第114号         平成30年 4月 1日
     や北111 名古屋市北区上飯田北町２－７ （後発調１）第494号       平成30年 4月 1日
     052-911-2061  (052-915-3096) （後発調２）第663号       平成30年 5月 1日
     （在調）第483号           平成26年10月 1日
     （か薬）第999号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1113号          平成 6年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126030,116,3 あすなろ調剤薬局 〒462-0032 （調基１）第455号         平成28年 4月 1日
     や北116 名古屋市北区辻町１－３２－１　 （後発調１）第406号       平成30年 4月 1日
     県営辻町住宅団地５街区５棟１階 （か薬）第208号           平成28年 4月 1日
     052-915-5831  (052-915-5831) （在薬）第1814号          平成11年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127030,123,9 ホテイ堂薬局 〒462-0844 （調基１）第456号         平成28年 4月 1日
     や北123 名古屋市北区清水２－１－６ （後発調２）第182号       平成30年 4月 1日
     052-931-0217  (052-931-0217) （在薬）第521号           平成 6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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  128030,137,9 有限会社千里馬薬局上〒462-0807 （調基１）第1694号        平成28年 4月 1日
     や北137 飯田店 名古屋市北区御成通３－１６－５
     052-915-7576  (052-915-7577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129030,139,5 漢方のいちい薬局 〒462-0065 （調基１）第457号         平成28年 4月 1日
     や北139 名古屋市北区喜惣治２－６９ （後発調３）第44号        平成30年 4月 1日
     052-901-5798  (052-901-5797) （か薬）第1973号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第1609号          平成10年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130030,141,1 西町調剤薬局 〒462-0809 （調基１）第185号         平成28年 4月 1日
     や北141 名古屋市北区上飯田西町１－３２ （地支体）第35号          平成30年 4月 1日
     －１ （か薬）第467号           平成28年 4月 1日
     052-917-3077  (052-917-3202) （在薬）第4号             平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131030,143,7 ファーマシーさが 〒462-0015 （調基１）第458号         平成28年 4月 1日
     や北143 名古屋市北区中味鋺３－１３２ （在薬）第931号           平成 6年11月 1日
     052-901-1678  (052-901-1692)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132030,147,8 北薬調剤薬局管理セン〒462-0036 （調基１）第1695号        平成28年 4月 1日
     や北147 ター 名古屋市北区長喜町２ー３３ー４ （地支体）第106号         平成30年 4月 1日
     052-916-5678  (052-917-7070) （在調）第683号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第468号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2462号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  133030,148,6 ミドリ薬局 〒462-0002 （調基１）第459号         平成28年 4月 1日
     や北148 名古屋市北区六が池町１７ー２ （か薬）第469号           平成28年 4月 1日
     052-903-1186  (052-903-1186) （在薬）第4158号          平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134030,154,4 こぐま調剤薬局 〒462-0845 （調基１）第1696号        平成28年 4月 1日
     や北154 名古屋市北区柳原４－７－７アイ （地支体）第597号         平成30年 4月 1日
     アイビル１階 （在調）第72号            平成24年 4月 1日
     052-916-7088  (052-916-7120) （か薬）第1526号          平成28年 7月 1日
     （在薬）第1263号          平成 9年 8月18日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135030,156,9 マルゼン薬局 〒462-0802 （調基１）第460号         平成28年 4月 1日
     や北156 名古屋市北区上飯田北町２－５ （調基２）第115号         平成30年 4月 1日
     052-991-5090  (052-991-5091) （後発調１）第580号       平成30年 4月 1日
     （在調）第297号           平成25年12月16日
     （か薬）第470号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5132号          平成25年12月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136030,164,3 ハロー薬局上飯田店 〒462-0809 （調基１）第1697号        平成28年 4月 1日
     や北164 名古屋市北区上飯田西町１－３３ （後発調２）第104号       平成30年 4月 1日
     －３ （か薬）第1706号          平成28年11月 1日
     052-914-1806  (052-914-1800) （在薬）第5361号          平成26年10月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  137030,170,0 スマイル調剤薬局 〒462-0845 （調基１）第71号          平成28年 4月 1日
     や北170 名古屋市北区柳原２－１８－１ （地支体）第107号         平成30年 4月 1日
     052-919-3700  (052-919-3701) （か薬）第471号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1808号          平成11年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138030,176,7 やまと調剤薬局 〒462-0063 （調基１）第462号         平成28年 4月 1日
     や北176 名古屋市北区丸新町３５７－１ （地支体）第464号         平成30年 4月 1日
     052-903-1163  (052-903-1162) （在調）第23号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第1150号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第1952号          平成11年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139030,177,5 中部調剤薬局 〒462-0802 （調基１）第463号         平成28年 4月 1日
     や北177 名古屋市北区上飯田北町２－１－ （調基２）第116号         平成30年 4月 1日
     ３フレアノール１階 （在調）第74号            平成24年 4月 1日
     052-916-9711  (052-991-3365) （か薬）第472号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3781号          平成20年 3月31日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140030,178,3 平安薬局 〒462-0819 （調基１）第464号         平成28年 4月 1日
     や北178 名古屋市北区平安２－２－１０Ｉ （地支体）第694号         平成30年 4月 1日
     ＴＯビル１階 （在調）第263号           平成24年11月 5日
     052-910-5611  (052-910-5612) （か薬）第1151号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4878号          平成24年11月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141030,181,7 ぺんぎん調剤薬局 〒462-0861 （調基１）第186号         平成28年 4月 1日
     や北181 名古屋市北区辻本通３－２４－２ （地支体）第108号         平成30年 4月 1日
     052-915-2233  (052-915-7722) （在調）第868号           平成28年10月 1日
     （か薬）第1152号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3582号          平成19年 3月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  142030,182,5 アクア調剤薬局 〒462-0014 （調基１）第38号          平成28年 4月 1日
     や北182 名古屋市北区楠味鋺３－１００３ （地支体）第109号         平成30年 4月 1日
     052-909-5153  (052-909-5143) （薬菌）第42号            平成21年 2月 1日
     （在調）第1187号          平成30年 5月 1日
     （か薬）第2号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第2477号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143030,183,3 サン・イズミ薬局 〒462-0011 （調基１）第465号         平成28年 4月 1日
     や北183 名古屋市北区五反田町１２８バオ （地支体）第755号         平成30年 4月 1日
     インフジ１階 （後発調２）第527号       平成30年 4月 1日
     052-903-8581  (052-903-8583) （後発調３）第519号       平成30年 5月 1日
     （在調）第753号           平成28年 5月 1日
     （か薬）第473号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5471号          平成27年 7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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  144030,185,8 ハロー薬局如意店 〒462-0007 （調基１）第1698号        平成28年 4月 1日
     や北185 名古屋市北区如意２－９６ （地支体）第110号         平成30年 4月 1日
     052-909-2610  (052-909-2612) （在調）第684号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第474号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2785号          平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145030,186,6 アリス調剤薬局 〒462-0004 （調基１）第466号         平成28年 4月 1日
     や北186 名古屋市北区三軒町１６－５ （後発調１）第1号         平成30年 4月 1日
     052-903-9060  (052-903-9061) （か薬）第21号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第2807号          平成15年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146030,188,2 しょうなん調剤薬局川〒462-0802 （調基１）第467号         平成28年 4月 1日
     や北188 瀬店 名古屋市北区上飯田北町２－１３ （地支体）第465号         平成30年 4月 1日
     052-910-1222  (052-910-1268) （後発調１）第278号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1974号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第2820号          平成15年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147030,191,6 やしろ調剤薬局 〒462-0043 （調基１）第187号         平成28年 4月 1日
     や北191 名古屋市北区八代町２－７７ （後発調３）第133号       平成30年 4月 1日
     052-919-7885  (052-919-7886) （在薬）第2837号          平成15年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148030,192,4 アクア調剤薬局　上飯〒462-0802 （調基１）第39号          平成28年 4月 1日
     や北192 田店 名古屋市北区上飯田北町１－１８ （地支体）第111号         平成30年 4月 1日
     －３１階 （在調）第1188号          平成30年 5月 1日
     052-919-7730  (052-919-7731) （か薬）第2382号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第4426号          平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149030,193,2 有限会社ふるみち調剤〒462-0819 （調基１）第157号         平成28年 4月 1日
     や北193 薬局 名古屋市北区平安１－６－２６サ （地支体）第8号           平成30年 4月 1日
     ンステージ１階 （在調）第748号           平成28年 4月 1日
     052-919-2277  (052-919-2288) （か薬）第475号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3061号          平成16年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150030,196,5 あるぷす薬局清水店 〒462-0844 （調基１）第469号         平成28年 4月 1日
     や北196 名古屋市北区清水３－１７－８コ （調基３イ）第32号        平成30年 4月 1日
     ーポオーサワⅡ１階Ａ号室 （在薬）第3085号          平成16年10月 1日
     052-910-3312  (052-910-3310)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151030,197,3 かしの木調剤薬局 〒462-0037 （調基１）第470号         平成28年 4月 1日
     や北197 名古屋市北区志賀町１－２７ （後発調３）第1号         平成30年 4月 1日
     052-917-1661  (052-917-1661) （在薬）第5681号          平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  152030,198,1 オレンジ薬局 〒462-0844 （調基１）第1699号        平成28年 4月 1日
     や北198 名古屋市北区清水３－１３－４ （地支体）第695号         平成30年 4月 1日
     052-912-1354  (052-912-1357) （在調）第76号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第1542号          平成28年 8月 1日
     （在薬）第3164号          平成17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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  153030,200,5 くるみ調剤薬局くろか〒462-0847 （調基１）第471号         平成28年 4月 1日
     や北200 わ店 名古屋市北区金城２－５－８名城 （在調）第547号           平成27年 7月 1日
     ビル１階 （か薬）第2241号          平成29年11月 1日
     052-910-4800  (052-910-4801) （在薬）第3205号          平成17年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154030,202,1 アイランド薬局上飯田〒462-0804 （調基１）第1700号        平成28年 4月 1日
     や北202 店 名古屋市北区上飯田南町２－７６ （在薬）第3282号          平成17年 9月 1日
     Ｊ・Ｋビル１階２階
     052-913-1189  (052-913-1191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155030,205,4 きたがわ薬局 〒462-0012 （在薬）第3494号          平成18年10月 1日
     や北205 名古屋市北区楠３－５２７
     052-901-6340  (052-901-6370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156030,206,2 きたがわ調剤薬局 〒462-0012 （調基１）第472号         平成28年 4月 1日
     や北206 名古屋市北区楠５－７２４ （地支体）第112号         平成30年 4月 1日
     052-903-1820  (052-903-1821) （後発調１）第169号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第22号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第3495号          平成18年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157030,208,8 あじま調剤薬局 〒462-0015 （調基１）第473号         平成28年 4月 1日
     や北208 名古屋市北区中味鋺３－１１９ （地支体）第36号          平成30年 4月 1日
     052-902-5853  (052-902-5872) （在調）第685号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第23号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第3563号          平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  158030,209,6 ユタカ薬局大曽根駅 〒462-0825 （調基１）第1701号        平成28年 4月 1日
     や北209 名古屋市北区大曽根３－１２－３ （か薬）第2350号          平成30年 3月 1日
     ２ （在薬）第3562号          平成19年 2月 1日
     052-910-3177  (052-991-8268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159030,210,4 キョーワ薬局　中切店〒462-0051 （調基１）第1702号        平成28年 4月 1日
     や北210 名古屋市北区中切町３－１－２ （調基３イ）第89号        平成30年 4月 1日
     052-919-7575  (052-919-7576) （後発調３）第336号       平成30年 4月 1日
     （在調）第537号           平成27年 5月 1日
     （か薬）第1788号          平成29年 1月 1日
     （在薬）第3581号          平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160030,211,2 開陽薬局 〒462-0026 （調基１）第474号         平成28年 4月 1日
     や北211 名古屋市北区萩野通１－３８－５ （地支体）第240号         平成30年 4月 1日
     052-910-3400  (052-910-3600) （後発調１）第398号       平成30年 4月 1日
     （後発調２）第664号       平成30年 5月 1日
     （在調）第1131号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第126号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3595号          平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  161030,212,0 クオール薬局志賀店 〒462-0056 （調基１）第475号         平成28年 4月 1日
     や北212 名古屋市北区中丸町２－２ （地支体）第466号         平成30年 4月 1日
     052-910-0089  (052-910-0070) （か薬）第1506号          平成28年 7月 1日
     （在薬）第3596号          平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  162030,213,8 コスモス調剤薬局大曽〒462-0810 （調基１）第2838号        平成29年 4月 1日
     や北213 根北店 名古屋市北区山田４－１－５２レ （調基３イ）第1号         平成30年 4月 1日
     クイエやまだ１０２ （か薬）第2351号          平成30年 3月 1日
     052-915-1701  (052-915-1704) （在薬）第3597号          平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  163030,214,6 くるみ調剤薬局しが店〒462-0037 （調基１）第2882号        平成29年 4月 1日
     や北214 名古屋市北区志賀町４－７７ライ （地支体）第467号         平成30年 4月 1日
     オンズマンション志賀町１階 （後発調１）第2号         平成30年 4月 1日
     052-911-8360  (052-911-8361) （か薬）第1155号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3782号          平成20年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  164030,217,9 スギ薬局　城北店 〒462-0033 （調基１）第2346号        平成28年 4月 1日
     や北217 名古屋市北区金田町３－２２ （地支体）第384号         平成30年 4月 1日
     052-981-7728  (052-919-7566) （薬菌）第278号           平成30年 3月 1日
     （在調）第377号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第1707号          平成28年11月 1日
     （在薬）第3876号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165030,218,7 スギ薬局　上飯田店 〒462-0804 （調基１）第2347号        平成28年 4月 1日
     や北218 名古屋市北区上飯田南町５－１３ （地支体）第385号         平成30年 4月 1日
     ５ （薬菌）第277号           平成30年 2月 1日
     052-919-7340  (052-911-8868) （在調）第374号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第941号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3877号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166030,219,5 ヒイラギ薬局黒川店 〒462-0841 （調基１）第13号          平成28年 4月 1日
     や北219 名古屋市北区黒川本通２－１７黒 （か薬）第1745号          平成28年12月 1日
     川ガスプラザ２階
     052-508-5696  (052-508-5697)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167030,222,9 あおい調剤薬局 〒462-0825 （調基３イ）第33号        平成30年 4月 1日
     や北222 名古屋市北区大曽根３－８－１２ （後発調２）第2号         平成30年 4月 1日
     052-991-0882  (052-991-0883) （在調）第470号           平成26年 9月 1日
     （在薬）第4321号          平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168030,223,7 岡松薬局 〒462-0059 （調基１）第2605号        平成28年 4月 1日
     や北223 名古屋市北区駒止町２－７３－５ （後発調３）第337号       平成30年 4月 1日
     第３アイオーキャッスル１階 （在薬）第4310号          平成21年11月 1日
     052-915-8468  (052-915-8468)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  169030,224,5 ハットリ調剤薬局　楠〒462-0061 （調基１）第1704号        平成28年 4月 1日
     や北224 店 名古屋市北区会所町２３１すばる （地支体）第37号          平成30年 4月 1日
     第１ビル１階 （か薬）第477号           平成28年 4月 1日
     052-508-4162  (052-508-4163) （在薬）第4325号          平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170030,225,2 中日調剤薬局黒川店 〒462-0841 （調基１）第1705号        平成28年 4月 1日
     や北225 名古屋市北区黒川本通４－３８カ （地支体）第113号         平成30年 4月 1日
     ーサビアンカ黒川２階 （後発調１）第170号       平成30年 4月 1日
     052-508-7158  (052-508-7159) （在調）第990号           平成29年 6月 1日
     （か薬）第478号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4338号          平成22年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  171030,227,8 マイタウン薬局若葉通〒462-0854 （調基１）第476号         平成28年 4月 1日
     や北227 店 名古屋市北区若葉通１－１５－２ （在薬）第4400号          平成22年 4月 1日
     052-508-8112  (052-508-8113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  172030,228,6 ひよこ調剤薬局 〒462-0844 （調基１）第477号         平成28年 4月 1日
     や北228 名古屋市北区清水４－１４－２２ （後発調１）第98号        平成30年 4月 1日
     １階 （在薬）第4406号          平成22年 5月 1日
     052-508-8685  (052-508-8685)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173030,229,4 はちみつ薬局 〒462-0032 （調基１）第1706号        平成28年 4月 1日
     や北229 名古屋市北区辻町３－６０－１１ （地支体）第598号         平成30年 4月 1日
     階 （在調）第760号           平成28年 5月 1日
     052-508-8314  (052-508-8324) （か薬）第1000号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4461号          平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174030,232,8 しょうなん調剤薬局　〒462-0845 （調基１）第478号         平成28年 4月 1日
     や北232 柳原店 名古屋市北区柳原２－６ー４ （在調）第1001号          平成29年 7月 1日
     052-508-7931  (052-508-7932) （在薬）第4449号          平成22年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175030,233,6 スギ薬局　大我麻店 〒462-0061 （調基１）第2348号        平成28年 4月 1日
     や北233 名古屋市北区会所町２２４ （後発調１）第581号       平成30年 4月 1日
     052-909-5150  (052-903-8277) （在薬）第4464号          平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176030,235,1 ビー・アンド・ディー〒462-0057 （調基１）第1707号        平成28年 4月 1日
     や北235 調剤薬局　志賀公園店名古屋市北区平手町１－１３ （在薬）第4567号          平成23年 4月 1日
     052-880-7267  (052-880-7268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  177030,238,5 あんず薬局城北店 〒462-0058 （調基１）第479号         平成28年 4月 1日
     や北238 名古屋市北区西志賀町１－１１７ （か薬）第1621号          平成28年10月 1日
     －１ （在薬）第4585号          平成23年 5月 1日
     052-982-7753  (052-982-7754)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  178030,240,1 しが調剤薬局 〒462-0058 （調基１）第33号          平成28年 4月 1日
     や北240 名古屋市北区西志賀町３－４２フ （調基３ロ）第153号       平成30年 4月 1日
     ローラルゆたか１階 （後発調２）第372号       平成30年 4月 1日
     052-982-9013  (052-982-9014) （在薬）第4642号          平成23年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  179030,242,7 イトウ薬局 〒462-0804 （調基１）第481号         平成28年 4月 1日
     や北242 名古屋市北区上飯田南町１－３７ （後発調１）第279号       平成30年 4月 1日
     　１階 （在薬）第4667号          平成23年11月 1日
     052-911-8022  (052-915-6737)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180030,243,5 いずみ薬局　志賀店 〒462-0037 （調基１）第1708号        平成28年 4月 1日
     や北243 名古屋市北区志賀町２－６５志賀 （地支体）第696号         平成30年 4月 1日
     ビル１階 （後発調２）第528号       平成30年 4月 1日
     052-508-8886  (052-508-9151) （在調）第769号           平成28年 6月 1日
     （か薬）第1334号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4712号          平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  181030,245,0 エムハート薬局　たば〒462-0843 （調基１）第1709号        平成28年 4月 1日
     や北245 た店 名古屋市北区田幡２－９－２５ （調基３ロ）第154号       平成30年 4月 1日
     052-919-6580  (052-981-5160) （後発調１）第280号       平成30年 4月 1日
     （後発調２）第665号       平成30年 5月 1日
     （在薬）第4787号          平成24年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  182030,246,8 いずみ薬局　安井店 〒462-0023 （調基１）第2584号        平成28年 4月 1日
     や北246 名古屋市北区安井４－１４－６０ （薬菌）第275号           平成30年 1月 1日
     052-508-6215  (052-508-6316) （在調）第285号           平成25年 8月 1日
     （在薬）第4809号          平成24年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183030,247,6 スギヤマ調剤薬局西志〒462-0058 （調基１）第1710号        平成28年 4月 1日
     や北247 賀店 名古屋市北区西志賀町１－１１７ （後発調１）第428号       平成30年 4月 1日
     －５ （在調）第640号           平成28年 2月 1日
     052-919-0601  (052-919-0600) （在薬）第4810号          平成24年 8月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184030,248,4 スギヤマ調剤薬局平手〒462-0057 （調基１）第1711号        平成28年 4月 1日
     や北248 店 名古屋市北区平手町１－１０ （地支体）第105号         平成30年 4月 1日
     052-919-0051  (052-919-0057) （後発調２）第317号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第89号            平成24年 8月21日
     （在調）第252号           平成24年 8月21日
     （か薬）第479号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4812号          平成24年 8月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185030,249,2 あおい薬局名古屋北店〒462-0007 （調基１）第1712号        平成28年 4月 1日
     や北249 名古屋市北区如意３－１０８－２ （後発調２）第529号       平成30年 4月 1日
     052-982-6322  (052-982-6332) （在薬）第4848号          平成24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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  186030,250,0 大杉すこやか薬局 〒462-0837 （調基１）第482号         平成28年 4月 1日
     や北250 名古屋市北区大杉３－１５－３１ （後発調２）第183号       平成30年 4月 1日
     階 （在薬）第4863号          平成24年11月 1日
     052-911-8878  (052-911-8879)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  187030,252,6 すばる薬局如意店 〒462-0007 （調基１）第483号         平成28年 4月 1日
     や北252 名古屋市北区如意２－１１２ （地支体）第114号         平成30年 4月 1日
     052-902-7455  (052-902-7459) （後発調１）第171号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第210号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4980号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188030,256,7 スギ薬局　大曽根店 〒462-0825 （調基１）第2349号        平成28年 4月 1日
     や北256 名古屋市北区大曽根１－２２－４ （後発調２）第442号       平成30年 4月 1日
     ６ （在調）第634号           平成28年 2月 1日
     052-325-5831  (052-325-5832) （か薬）第942号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5148号          平成26年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  189030,257,5 いずみ薬局　上飯田南〒462-0804 （調基１）第484号         平成28年 4月 1日
     や北257 店 名古屋市北区上飯田南町２－８３ （地支体）第756号         平成30年 4月 1日
     －４ （薬菌）第115号           平成26年 7月 1日
     052-982-6237  (052-982-6287) （在調）第502号           平成27年 1月 1日
     （か薬）第1335号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5261号          平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190030,258,3 エムズ薬局　大曽根店〒462-0825 （調基１）第41号          平成28年 4月 1日
     や北258 名古屋市北区大曽根４－１３－３ （在薬）第5273号          平成26年 7月 1日
     ３
     052-910-0320  (052-910-0321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191030,260,9 川中調剤薬局 〒462-0022 （調基１）第485号         平成28年 4月 1日
     や北260 名古屋市北区川中町１１－１２レ （地支体）第697号         平成30年 4月 1日
     ジデンス川中１階 （在調）第818号           平成28年 8月 1日
     052-982-6760  (052-982-6761) （か薬）第1157号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5375号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  192030,261,7 グロウス調剤薬局 〒462-0064 （調基１）第2106号        平成28年 4月 1日
     や北261 名古屋市北区大我麻町１６１エス （地支体）第115号         平成30年 4月 1日
     テート楠１階 （後発調２）第184号       平成30年 4月 1日
     052-508-9410  (052-508-9420) （在調）第556号           平成27年 7月 1日
     （か薬）第1001号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5472号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  193030,263,3 くるみ調剤薬局　あじ〒462-0014 （調基１）第486号         平成28年 4月 1日
     や北263 ま店 名古屋市北区楠味鋺４－１４１０ （地支体）第468号         平成30年 4月 1日
     052-938-3750  (052-938-3760) （在調）第966号           平成29年 5月 1日
     （か薬）第1543号          平成28年 8月 1日
     （在薬）第5577号          平成28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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  194030,264,1 城東薬局 〒462-0831 （調基１）第487号         平成28年 4月 1日
     や北264 名古屋市北区城東町７－１５７－ （在薬）第5587号          平成28年 1月 1日
     ４
     052-913-5458  (052-913-6644)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195030,265,8 ウリボー薬局 〒462-0844 （調基１）第1715号        平成28年 4月 1日
     や北265 名古屋市北区清水５－１３－８ （在調）第965号           平成29年 4月 1日
     052-911-1913  (052-911-1917) （在薬）第5602号          平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  196030,266,6 さくら薬局　名古屋金〒462-0847 （調基１）第2660号        平成28年 7月 1日
     や北266 城店 名古屋市北区金城３－５－２２　 （調基３ロ）第155号       平成30年 4月 1日
     １階 （在調）第1005号          平成29年 7月 1日
     052-910-0311  (052-910-0322) （在薬）第5692号          平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197030,267,4 有限会社ミドリ薬局あ〒462-0013 （調基１）第2661号        平成28年 7月 1日
     や北267 じま店 名古屋市北区東味鋺１－１５０６ （在薬）第5693号          平成28年 7月 1日
     －１
     052-903-9530  (052-903-9531)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198030,268,2 すばる薬局　苗田店 〒462-0009 （調基１）第2839号        平成29年 4月 1日
     や北268 名古屋市北区苗田町６１ （調基２）第63号          平成30年 4月 1日
     052-902-5111  (052-902-5112) （後発調３）第134号       平成30年 4月 1日
     （在薬）第5882号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199030,270,8 イオン薬局上飯田店 〒462-0864 （調基１）第2945号        平成29年 5月 1日
     や北270 名古屋市北区織部町１イオン上飯 （後発調１）第435号       平成30年 4月 1日
     田店１階 （か薬）第2290号          平成29年12月 1日
     052-917-8713  (052-856-9284) （在薬）第5909号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200030,271,6 このみ薬局 〒462-0825 （調基１）第3071号        平成30年 1月 1日
     や北271 名古屋市北区大曽根２－３－５サ （後発調１）第451号       平成30年 4月 1日
     ン大曽根１階２－１ （在調）第1132号          平成30年 4月 1日
     052-938-4330  (052-938-4335) （在薬）第6042号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201030,272,4 くるみ調剤薬局　名城〒462-0026 （調基１）第3080号        平成30年 1月 1日
     や北272 北店 名古屋市北区萩野通１－２８－５ （後発調３）第2号         平成30年 4月 1日
     サンホワイト萩野通１０３ （在薬）第6051号          平成30年 1月 1日
     052-508-8700  (052-508-8700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  202030,273,2 マリン薬局　城北店 〒462-0041 （調基１）第3113号        平成30年 3月 1日
     や北273 名古屋市北区浪打町２－９２－２
     052-908-0168  (052-908-3028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203030,274,0 アイランド薬局　上飯〒462-0808 （調基１）第3122号        平成30年 4月 1日
     や北274 田通店 名古屋市北区上飯田通１－２３上 （在薬）第6103号          平成30年 4月 1日
     飯田第１ビル１階
     052-910-1089  (052-910-1097)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  204030,275,7 ウエルシア薬局名古屋〒462-0802 （調基１）第3181号        平成30年 5月 1日
     や北275 上飯田北町店 名古屋市北区上飯田北町１－７３ （在薬）第6140号          平成30年 5月 1日
     052-919-6103  (052-919-6104)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  205030,276,5 スギヤマ薬局杉栄店 〒462-0829 （調基１）第3190号        平成30年 6月 1日
     や北276 名古屋市北区杉栄町２－３８ （在薬）第6154号          平成30年 6月 1日
     052-917-1151  (052-917-1152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  206040,098,1 イソガワ薬局 〒452-0821 （調基１）第2107号        平成28年 4月 1日
     や西98 名古屋市西区上小田井１－４０２ （在薬）第935号           平成 6年11月 1日
     －１ （在薬）第6141号          平成30年 5月 1日
     052-502-9774  (052-502-9893)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  207040,117,9 新生堂薬品株式会社新〒451-0014 （調基１）第488号         平成28年 4月 1日
     や西117 生堂薬局 名古屋市西区又穂町４－５０ （在薬）第963号           平成 6年11月 1日
     052-531-6769  (052-521-6456)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208040,128,6 明美堂薬局 〒451-0063 （調基１）第2631号        平成28年 6月 1日
     や西128 名古屋市西区押切１－１３－１７ （在薬）第932号           平成 6年11月 1日
     052-521-2769  (052-523-4193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  209040,132,8 合資会社佐藤化学工業〒451-0016 （調基１）第1716号        平成28年 4月 1日
     や西132 所佐藤薬局 名古屋市西区庄内通３－１７－３ （在薬）第956号           平成 6年11月 1日
     052-531-0038  (052-531-2089)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210040,142,7 合資会社ナガ井薬局 〒451-0042 （調基１）第489号         平成28年 4月 1日
     や西142 名古屋市西区那古野２－１６－１ （後発調２）第181号       平成30年 4月 1日
     ３ （在薬）第971号           平成 6年11月 1日
     052-571-4949  (052-571-4952)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211040,144,3 新道ファミリー薬局 〒451-0043 （調基１）第490号         平成28年 4月 1日
     や西144 名古屋市西区新道１－９－３０リ （在薬）第5523号          平成27年 9月 1日
     ンツネビル１階
     052-581-0363  (052-581-3670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212040,145,0 加藤薬局 〒451-0014 （調基１）第1717号        平成28年 4月 1日
     や西145 名古屋市西区又穂町１－３３－４ （在薬）第943号           平成 6年11月 1日
     052-521-6380  (052-521-6380)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  213040,148,4 吉川メイツ薬局 〒451-0042 （調基１）第324号         平成28年 4月 1日
     や西148 名古屋市西区那古野１－６－１１ （在薬）第992号           平成 6年11月 1日
     052-551-5852  (052-551-5852)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  214040,149,2 サクライ薬局 〒452-0805 （調基１）第188号         平成28年 4月 1日
     や西149 名古屋市西区市場木町１３４ （在薬）第955号           平成 6年11月 1日
     052-503-2678  (052-503-2689)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  215040,155,9 大坂屋薬局 〒451-0031 （調基１）第491号         平成28年 4月 1日
     や西155 名古屋市西区城西４－１－１ （後発調１）第386号       平成30年 4月 1日
     052-531-0327  (052-531-0329) （か薬）第2158号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第938号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216040,161,7 ヒシダ薬局 〒451-0044 （調基１）第492号         平成28年 4月 1日
     や西161 名古屋市西区菊井２－２－４ （在薬）第979号           平成 6年11月 1日
     052-571-0148  (052-571-0148)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  217040,164,1 有限会社カトウ薬局 〒452-0821 （調基１）第493号         平成28年 4月 1日
     や西164 名古屋市西区上小田井２－１ （後発調３）第426号       平成30年 4月 1日
     052-502-9790  (052-502-9823) （在薬）第942号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  218040,167,4 オガワ薬局 〒452-0815 （調基１）第189号         平成28年 4月 1日
     や西167 名古屋市西区八筋町２４８ （後発調１）第172号       平成30年 4月 1日
     052-502-5918  (052-502-5901) （在薬）第940号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219040,172,4 西北堂薬局 〒451-0023 （調基１）第495号         平成28年 4月 1日
     や西172 名古屋市西区城北町２－１５ （後発調１）第726号       平成30年 6月 1日
     052-531-1047  (052-531-1072) （か薬）第1975号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第966号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220040,178,1 かえで調剤薬局 〒451-0045 （調基１）第1718号        平成28年 4月 1日
     や西178 名古屋市西区名駅２－１１－２ （地支体）第241号         平成30年 4月 1日
     052-571-8871  (052-571-8871) （後発調２）第318号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第480号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1370号          平成 9年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  221040,181,5 幅下調剤薬局 〒451-0041 （調基１）第190号         平成28年 4月 1日
     や西181 名古屋市西区幅下１－１１－２３ （地支体）第242号         平成30年 4月 1日
     052-586-3780  (052-563-5045) （か薬）第481号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1625号          平成10年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  222040,187,2 有限会社ペンギン薬局〒451-0016 （調基１）第141号         平成28年 4月 1日
     や西187 名古屋市西区庄内通１－４８－２ （地支体）第469号         平成30年 4月 1日
     第３ＹＭビル （後発調２）第185号       平成30年 4月 1日
     052-524-6886  (052-524-6889) （か薬）第1158号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第1729号          平成10年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  223040,196,3 有限会社サカイ調剤薬〒451-0071 （調基１）第326号         平成28年 4月 1日
     や西196 局わかば店 名古屋市西区鳥見町２－１４６ （地支体）第797号         平成30年 4月 1日
     052-531-6563  (052-531-6507) （後発調１）第368号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2107号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第1950号          平成11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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  224040,202,9 あすなろ薬局 〒451-0014 （調基１）第496号         平成28年 4月 1日
     や西202 名古屋市西区又穂町２－１ （か薬）第2302号          平成30年 1月 1日
     052-528-3775  (052-528-3776) （在薬）第2127号          平成12年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225040,203,7 カワセミ薬局 〒451-0053 （調基１）第191号         平成28年 4月 1日
     や西203 名古屋市西区枇杷島１－１１－１ （か薬）第212号           平成28年 4月 1日
     052-529-3338  (052-529-3339) （在薬）第2645号          平成14年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226040,204,5 ハロー薬局中小田井店〒452-0822 （調基３ロ）第36号        平成30年 4月 1日
     や西204 名古屋市西区中小田井３－１６７ （後発調３）第136号       平成30年 4月 1日
     －３ （在調）第1116号          平成30年 4月 1日
     052-505-4200  (052-505-4201) （か薬）第2079号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第2226号          平成13年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227040,207,8 沖勘六薬局 〒451-0043 （調基１）第497号         平成28年 4月 1日
     や西207 名古屋市西区新道１－１９－２ （地支体）第38号          平成30年 4月 1日
     052-569-5505  (052-569-5506) （薬菌）第31号            平成20年 7月20日
     （在調）第3号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第1159号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3826号          平成20年 7月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  228040,208,6 かりん薬局 〒451-0053 （調基１）第3156号        平成30年 4月 1日
     や西208 名古屋市西区枇杷島１－１８－１ （在薬）第6125号          平成30年 4月10日
     052-528-5225  (052-528-5226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  229040,213,6 うきの調剤薬局 〒452-0846 （調基１）第499号         平成28年 4月 1日
     や西213 名古屋市西区浮野町２１－２ （地支体）第698号         平成30年 4月 1日
     052-504-7101  (052-504-7119) （在調）第78号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第1355号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2733号          平成15年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230040,215,1 清里アイリス薬局 〒452-0802 （調基１）第1719号        平成28年 4月 1日
     や西215 名古屋市西区比良３－６３ （地支体）第699号         平成30年 4月 1日
     052-509-1975  (052-509-1976) （後発調３）第267号       平成30年 4月 1日
     （在調）第686号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第213号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2946号          平成16年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231040,216,9 なごの調剤薬局 〒451-0042 （調基１）第500号         平成28年 4月 1日
     や西216 名古屋市西区那古野２－７－７ （後発調３）第135号       平成30年 4月 1日
     052-551-0700  (052-551-0700) （在薬）第2947号          平成16年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  232040,217,7 南天ファーマシー 〒451-0042 （調基１）第106号         平成28年 4月 1日
     や西217 名古屋市西区那古野２－２３－５ （後発調２）第186号       平成30年 4月 1日
     052-569-1577  (052-569-1576) （在薬）第3244号          平成17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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  233040,219,3 なごみ薬局浄心店 〒451-0031 （調基１）第501号         平成28年 4月 1日
     や西219 名古屋市西区城西４－１１－２９ （在薬）第4525号          平成22年12月13日
     052-523-5700  (052-523-5701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234040,221,9 西村薬局 〒451-0022 （調基１）第192号         平成28年 4月 1日
     や西221 名古屋市西区貝田町１－３６ （か薬）第485号           平成28年 4月 1日
     052-528-5101  (052-528-5105-) （在薬）第3421号          平成18年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  235040,222,7 なごみ薬局小田井店 〒452-0816 （調基１）第502号         平成28年 4月 1日
     や西222 名古屋市西区貴生町２３６－１ （後発調１）第374号       平成30年 4月 1日
     052-506-2880  (052-506-2882) （在薬）第3422号          平成18年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  236040,223,5 ユタカ薬局押切 〒451-0035 （調基１）第1720号        平成28年 4月 1日
     や西223 名古屋市西区浅間２－５－１１ （後発調１）第676号       平成30年 5月 1日
     052-528-3261  (052-528-3262) （か薬）第1385号          平成28年 5月 1日
     （在薬）第3423号          平成18年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237040,224,3 有限会社ペンギン薬局〒451-0015 （調基１）第139号         平成28年 4月 1日
     や西224 香呑店 名古屋市西区香呑町２－８３－１ （地支体）第116号         平成30年 4月 1日
     052-524-6771  (052-524-6772) （後発調２）第187号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第486号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3496号          平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  238040,226,8 ビー・アンド・ディー〒452-0808 （調基１）第1721号        平成28年 4月 1日
     や西226 調剤薬局宝地店 名古屋市西区宝地町９ （在薬）第3560号          平成19年 1月 1日
     052-504-8282  (052-504-1424)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  239040,228,4 すばる調剤薬局 〒452-0805 （調基１）第503号         平成28年 4月 1日
     や西228 名古屋市西区市場木町１５７パー （か薬）第2053号          平成29年 7月 1日
     クサイドなかしま１階 （在薬）第3583号          平成19年 4月 1日
     052-505-3510  (052-505-8801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240040,230,0 あいかわ薬局 〒452-0846 （調基１）第504号         平成28年 4月 1日
     や西230 名古屋市西区浮野町１６９－１ （地支体）第117号         平成30年 4月 1日
     052-509-5567  (052-509-5565) （後発調３）第45号        平成30年 4月 1日
     （在調）第311号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第1976号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第3796号          平成20年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241040,232,6 スギ薬局　浄心店 〒451-0025 （調基１）第2350号        平成28年 4月 1日
     や西232 名古屋市西区上名古屋３－２４－ （後発調１）第582号       平成30年 4月 1日
     １３ （在薬）第3878号          平成20年 9月 1日
     052-528-3361  (052-528-3362)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  242040,233,4 もり調剤薬局 〒452-0806 （調基１）第505号         平成28年 4月 1日
     や西233 名古屋市西区五才美町１１３－２ （地支体）第470号         平成30年 4月 1日
     052-501-2210  (052-501-2212) （後発調２）第666号       平成30年 5月 1日
     （か薬）第1002号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4113号          平成21年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  243040,234,2 げんき堂薬局　庄内店〒451-0072 （調基１）第1722号        平成28年 4月 1日
     や西234 名古屋市西区笠取町４－１０８シ （在調）第80号            平成24年 4月 1日
     ャトーレ笠取１階 （か薬）第1160号          平成28年 4月 1日
     052-528-1700  (052-528-5017) （在薬）第4146号          平成21年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  244040,235,9 イオン薬局ワンダーシ〒452-0817 （調基３ロ）第37号        平成30年 4月 1日
     や西235 ティ店 名古屋市西区二方町４０イオンワ （在薬）第5059号          平成25年 9月 1日
     ンダーシティ店１階
     052-506-5680  (052-506-5681)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245040,236,7 ウィーズ・ファーマシ〒451-6003 （調基１）第1723号        平成28年 4月 1日
     や西236 ー　ルーセント店 名古屋市西区牛島町６－１名古屋 （地支体）第39号          平成30年 4月 1日
     ルーセントタワー３階 （か薬）第1970号          平成29年 6月 1日
     052-527-2023  (052-527-2024) （在薬）第4275号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246040,237,5 オレンジ薬局　名西店〒451-0025 （調基１）第1724号        平成28年 4月 1日
     や西237 名古屋市西区上名古屋２－２６－ （在薬）第4366号          平成22年 3月 1日
     ２９豊荘１階
     052-532-5261  (052-532-5262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247040,239,1 トーカイ薬局　庄内通〒451-0015 （調基３イ）第90号        平成30年 4月 1日
     や西239 店 名古屋市西区香呑町６－６８－５ （か薬）第2211号          平成29年10月 1日
     シャンボール西村１階 （在薬）第4407号          平成22年 5月 1日
     052-354-2488  (052-523-6090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  248040,240,9 上名古屋調剤薬局 〒451-0025 （調基１）第506号         平成28年 4月 1日
     や西240 名古屋市西区上名古屋１－１４－ （地支体）第471号         平成30年 4月 1日
     ２５ （後発調１）第3号         平成30年 4月 1日
     052-521-1667  (052-521-1678) （か薬）第214号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4439号          平成22年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  249040,242,5 たんぽぽ薬局　西部医〒451-0015 （調基１）第327号         平成28年 4月 1日
     や西242 療センター前店 名古屋市西区香呑町１－１－１ （調基３イ）第91号        平成30年 4月 1日
     052-528-3881  (052-521-3082) （後発調１）第282号       平成30年 4月 1日
     （在調）第312号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第487号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4584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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  250040,246,6 調剤薬局　ａｍａｎｏ〒451-0016 （調基１）第507号         平成28年 4月 1日
     や西246 　庄内通店 名古屋市西区庄内通１－３４－１ （地支体）第542号         平成30年 4月 1日
     ９ （在調）第1117号          平成30年 4月 1日
     052-522-2855  (052-522-2848) （か薬）第1832号          平成29年 2月 1日
     （在薬）第4676号          平成23年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  251040,247,4 南天ファーマシー　泥〒451-0042 （調基１）第2597号        平成28年 4月 1日
     や西247 江店 名古屋市西区那古野１－１５－１ （地支体）第118号         平成30年 4月 1日
     ８那古野ビル南館１０５号 （後発調１）第173号       平成30年 4月 1日
     052-414-4788  (052-414-4700) （か薬）第215号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4682号          平成23年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  252040,248,2 日本調剤さこう薬局 〒451-0052 （調基１）第1725号        平成28年 4月 1日
     や西248 名古屋市西区栄生２－６－１４ （調基３ロ）第156号       平成30年 4月 1日
     052-533-9330  (052-533-9333) （後発調１）第497号       平成30年 4月 1日
     （在調）第463号           平成26年 8月 1日
     （か薬）第2131号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第4788号          平成24年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  253040,250,8 なの花薬局栄生店 〒451-0052 （調基１）第1726号        平成28年 4月 1日
     や西250 名古屋市西区栄生２－７－１３１ （調基３ロ）第3号         平成30年 4月 1日
     階 （在調）第644号           平成28年 2月 1日
     052-414-6181  (052-414-6182) （か薬）第1436号          平成28年 5月23日
     （在薬）第4813号          平成24年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254040,251,6 キョーワ薬局　栄生店〒451-0052 （調基３イ）第92号        平成30年 4月 1日
     や西251 名古屋市西区栄生２－７－５ （在調）第614号           平成28年 1月 1日
     052-414-6616  (052-414-6617) （か薬）第1003号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4814号          平成24年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  255040,253,2 のみなみ調剤薬局 〒452-0847 （調基１）第508号         平成28年 4月 1日
     や西253 名古屋市西区野南町４４－１ （後発調１）第498号       平成30年 4月 1日
     052-325-3000  (052-325-3111) （在薬）第4849号          平成24年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256040,256,5 はるか薬局栄生 〒451-0052 （調基１）第509号         平成28年 4月 1日
     や西256 名古屋市西区栄生２－５－１１名 （在薬）第5175号          平成26年 4月 1日
     鉄栄生駅１階
     052-414-6536  (052-414-6586)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  257040,257,3 さこう薬局 〒451-0052 （調基１）第1727号        平成28年 4月 1日
     や西257 名古屋市西区栄生１－３２－１１ （地支体）第757号         平成30年 4月 1日
     052-569-1626  (052-569-1637) （後発調１）第452号       平成30年 4月 1日
     （後発調２）第667号       平成30年 5月 1日
     （在調）第1016号          平成29年 8月 1日
     （か薬）第1544号          平成28年 8月 1日
     （在薬）第4895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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  258040,260,7 オリーブ薬局　名古屋〒451-0014 （調基１）第510号         平成28年 4月 1日
     や西260 西店 名古屋市西区又穂町３－６６ＣＶ （在薬）第4927号          平成25年 4月 1日
     ハイツ庄内１階
     052-325-4774  (052-325-4787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  259040,265,6 調剤薬局ツチ家　枇杷〒451-0053 （調基１）第511号         平成28年 4月 1日
     や西265 島店 名古屋市西区枇杷島１－１４－２ （後発調３）第3号         平成30年 4月 1日
     ３ （か薬）第1977号          平成29年 6月 1日
     052-325-5123  (052-325-5123) （在薬）第5056号          平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260040,267,2 イトウ薬局　城西店 〒451-0031 （調基１）第512号         平成28年 4月 1日
     や西267 名古屋市西区城西２－４－９　１ （地支体）第472号         平成30年 4月 1日
     階 （後発調３）第338号       平成30年 4月 1日
     052-325-5701  (052-325-5702) （か薬）第1978号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第5089号          平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  261040,268,0 かりん薬局那古野調剤〒451-0042 （調基１）第513号         平成28年 4月 1日
     や西268 センター 名古屋市西区那古野２－２３－１ （地支体）第798号         平成30年 4月 1日
     ５ （後発調１）第453号       平成30年 4月 1日
     052-485-9606  (052-485-9607) （か薬）第489号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5122号          平成25年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262040,269,8 ドラッグ天塚 〒451-0021 （調基１）第1630号        平成28年 4月 1日
     や西269 名古屋市西区天塚町４－６６　１
     階
     052-529-1170  (052-521-4151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  263040,270,6 自由堂薬局 〒451-0045 （調基１）第1728号        平成28年 4月 1日
     や西270 名古屋市西区名駅２－２６－１８ （か薬）第1004号          平成28年 4月 1日
     　１階 （在薬）第5337号          平成26年10月 1日
     052-541-0995  (052-541-0995)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264040,271,4 ケミストムトウ薬局　〒452-0845 （調基１）第514号         平成28年 4月 1日
     や西271 中沼店 名古屋市西区中沼町５２ （後発調１）第53号        平成30年 4月 1日
     052-505-2511  (052-505-2512) （在薬）第5178号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265040,272,2 アイン薬局中小田井店〒452-0822 （調基１）第2692号        平成28年 9月 1日
     や西272 名古屋市西区中小田井３－３８４ （調基３ロ）第226号       平成30年 4月 1日
     －２ （後発調１）第174号       平成30年 4月 1日
     052-325-6671  (052-325-6673) （在調）第654号           平成28年 3月 1日
     （か薬）第1905号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第5179号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  266040,274,8 かさとり調剤薬局　鳥〒451-0071 （調基１）第1730号        平成28年 4月 1日
     や西274 見店 名古屋市西区鳥見町１－１６－１ （後発調３）第137号       平成30年 4月 1日
     鳥見コーポ１０２ （か薬）第1979号          平成29年 6月 1日
     052-325-6647  (052-325-6648) （在薬）第5245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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  267040,275,5 かさとり調剤薬局 〒451-0072 （調基１）第515号         平成28年 4月 1日
     や西275 名古屋市西区笠取町１－７９ （地支体）第119号         平成30年 4月 1日
     052-528-3545  (052-528-3546) （か薬）第1980号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第5246号          平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268040,276,3 コスモス調剤薬局　大〒452-0803 （調基１）第516号         平成28年 4月 1日
     や西276 野木店 名古屋市西区大野木５－６２　１ （調基３イ）第2号         平成30年 4月 1日
     階 （後発調３）第4号         平成30年 4月 1日
     052-506-7287  (052-506-7288) （か薬）第1981号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第5338号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  269040,277,1 ユニファーマシー　こ〒451-0015 （調基１）第1731号        平成28年 4月 1日
     や西277 うのみ薬局 名古屋市西区香呑町６－５０ノー （地支体）第543号         平成30年 4月 1日
     ステラス庄内通１階 （後発調２）第530号       平成30年 4月 1日
     052-325-3238  (052-325-3268) （薬菌）第226号           平成27年12月 1日
     （在調）第507号           平成27年 1月 1日
     （か薬）第2312号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第5384号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  270040,279,7 クオール薬局庄内通店〒451-0013 （調基３ロ）第227号       平成30年 4月 1日
     や西279 名古屋市西区江向町６－３６－３ （在調）第593号           平成27年11月 1日
     052-528-4189  (052-528-4190) （か薬）第1982号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第5414号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  271040,280,5 くるみ調剤薬局　名城〒451-0031 （調基１）第2883号        平成29年 4月 1日
     や西280 西店 名古屋市西区城西２－１１－２ピ （地支体）第544号         平成30年 4月 1日
     ュアステート城西地下１階、１階 （後発調１）第4号         平成30年 4月 1日
     、２階 （在調）第1133号          平成30年 4月 1日
     052-325-2418  (052-325-2419) （か薬）第1437号          平成28年 5月30日
     （在薬）第5495号          平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272040,281,3 たんぽぽ薬局　栄生店〒451-0052 （調基３イ）第93号        平成30年 4月 1日
     や西281 名古屋市西区栄生２－２６－１１ （在調）第819号           平成28年 8月 1日
     栄生駅北口ビル２階 （か薬）第1885号          平成29年 4月 1日
     052-551-2320  (052-551-2321) （在薬）第5579号          平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  273040,282,1 きくい調剤薬局 〒451-0042 （調基１）第193号         平成28年 4月 1日
     や西282 名古屋市西区那古野２－１１－１ （調基３イ）第34号        平成30年 4月 1日
     ７ （か薬）第1007号          平成28年 4月 1日
     052-414-7015  (052-414-7016) （在薬）第5557号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  274040,283,9 ふたば調剤薬局 〒452-0814 （調基１）第99号          平成28年 4月 1日
     や西283 名古屋市西区南川町５マーハイム （後発調２）第188号       平成30年 4月 1日
     チトセ１階Ｄ （か薬）第1622号          平成28年10月 1日
     052-504-1271  (052-504-1271) （在薬）第5603号          平成28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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  275040,284,7 なのはな薬局 〒451-0031 （調基１）第517号         平成28年 4月 1日
     や西284 名古屋市西区城西４－３２－６ソ （後発調２）第105号       平成30年 4月 1日
     フィス城西１階 （在調）第1015号          平成29年 8月 1日
     052-325-7779  （か薬）第1709号          平成28年11月 1日
     （在薬）第5617号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  276040,285,4 みどり薬局 〒452-0806 （調基１）第2617号        平成28年 5月 1日
     や西285 名古屋市西区五才美町９５ファイ （地支体）第243号         平成30年 4月 1日
     ビービル１階東 （後発調３）第429号       平成30年 4月 1日
     052-938-8880  (052-938-8865) （在調）第1017号          平成29年 8月 1日
     （か薬）第1886号          平成29年 4月 1日
     （在薬）第5645号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277040,287,0 ウエルシア薬局イオン〒451-0015 （調基１）第2697号        平成28年10月 1日
     や西287 タウン名西店 名古屋市西区香呑町６－４９－１ （後発調１）第281号       平成30年 4月 1日
     イオンタウン名西１階 （在薬）第5715号          平成28年10月 1日
     052-528-3437  (052-528-3438)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  278040,289,6 アイセイ薬局　浄心店〒451-0025 （調基１）第2734号        平成28年10月 1日
     や西289 名古屋市西区上名古屋２－３－１ （地支体）第473号         平成30年 4月 1日
     052-524-6658  (052-521-5865) （在調）第877号           平成28年10月 1日
     （か薬）第1674号          平成28年10月 1日
     （在薬）第5762号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  279040,291,2 沖勘六薬局城西 〒451-0031 （調基１）第2840号        平成29年 4月 1日
     や西291 名古屋市西区城西２－９－１１階 （地支体）第40号          平成30年 4月 1日
     052-528-5556  (052-528-5558) （後発調２）第3号         平成30年 4月 1日
     （薬菌）第264号           平成29年 4月 1日
     （在調）第1002号          平成29年 7月 1日
     （か薬）第2267号          平成29年12月 1日
     （在薬）第5883号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280040,292,0 かぐら薬局名古屋西店〒451-0072 （調基１）第3017号        平成29年10月 1日
     や西292 名古屋市西区笠取町４－５３－２ （後発調２）第531号       平成30年 4月 1日
     052-982-8673  (052-982-8683) （在薬）第5997号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  281040,293,8 ブルークロス 〒451-0024 （調基１）第3074号        平成30年 1月 1日
     や西293 名古屋市西区秩父通２－７４－１ （後発調２）第532号       平成30年 4月 1日
     052-325-6700  (052-325-6702) （在薬）第6045号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  282040,294,6 コスモス調剤薬局城西〒451-0031 （調基１）第3157号        平成30年 4月 1日
     や西294 店 名古屋市西区城西２－１９－１９ （在調）第1182号          平成30年 4月 1日
     052-528-4020  (052-528-4021) （在薬）第6126号          平成30年 4月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  283050,032,7 合資会社高岡薬局 〒453-0022 （在薬）第58号            平成 6年11月 1日
     や中村32 名古屋市中村区中島町３－２１
     052-461-4193  (052-482-6660)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  284050,055,8 ヤナセ薬局 〒453-0041 （調基１）第518号         平成28年 4月 1日
     や中村55 名古屋市中村区本陣通５－１３４
     052-471-7272  (052-471-7272)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  285050,062,4 新生ファーマシー 〒450-0002 （調基１）第519号         平成28年 4月 1日
     や中村62 名古屋市中村区名駅４－４－１０ （地支体）第9号           平成30年 4月 1日
     名古屋クロスコートタワー２階 （後発調１）第5号         平成30年 4月 1日
     052-586-2828  (052-586-1244) （か薬）第129号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4864号          平成24年 9月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  286050,119,2 井上薬局 〒453-0855 （調基１）第1732号        平成28年 4月 1日
     や中村119 名古屋市中村区烏森町５－８２ （地支体）第244号         平成30年 4月 1日
     052-461-2983  (052-461-3380) （か薬）第490号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第67号            平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  287050,125,9 有限会社　下田薬局 〒453-0856 （調基１）第520号         平成28年 4月 1日
     や中村125 名古屋市中村区並木２－３２１ （在薬）第68号            平成 6年11月 1日
     052-412-1321  (052-412-1321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288050,130,9 株式会社ビタミン薬局〒453-0024 （調基１）第2585号        平成28年 4月 1日
     や中村130 名古屋市中村区名楽町５－３９ （後発調１）第175号       平成30年 4月 1日
     052-461-4175  (052-461-4175) （か薬）第1863号          平成29年 4月 1日
     （在薬）第70号            平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  289050,136,6 有限会社千里馬薬局 〒450-0002 （調基１）第1733号        平成28年 4月 1日
     や中村136 名古屋市中村区名駅３－３－５
     052-571-7724  (052-541-9672)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  290050,145,7 エスケー調剤薬局 〒453-0054 （調基１）第1734号        平成28年 4月 1日
     や中村145 名古屋市中村区鳥居西通１－３９ （後発調１）第54号        平成30年 4月 1日
     －２サイ第一ビル１階 （在薬）第75号            平成 6年11月 1日
     052-411-7522  (052-411-7522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  291050,147,3 有限会社中村調剤薬局〒453-0044 （調基１）第522号         平成28年 4月 1日
     や中村147 名古屋市中村区鳥居通５－４５鈴 （在薬）第77号            平成 6年11月 1日
     木ビル
     052-482-0512  (052-481-5056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  292050,148,1 有限会社ダイヤビル調〒450-0002 （調基１）第523号         平成28年 4月 1日
     や中村148 剤薬局 名古屋市中村区名駅３－１６－２
     ２
     052-561-3785  (052-561-3785)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  293050,159,8 フタムラ薬局 〒453-0811 （調基１）第194号         平成28年 4月 1日
     や中村159 名古屋市中村区太閤通９－１４ （在薬）第2480号          平成14年 5月 1日
     052-482-3265  (052-482-3265)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  294050,162,2 マツダ薬局 〒453-0065 （調基１）第524号         平成28年 4月 1日
     や中村162 名古屋市中村区靖国町１－１００ （在薬）第82号            平成 6年11月 1日
     052-412-5835  (052-412-5835)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  295050,181,2 豊臣調剤薬局 〒453-0046 （調基１）第77号          平成28年 4月 1日
     や中村181 名古屋市中村区道下町２－５７ （地支体）第24号          平成30年 4月 1日
     052-483-3138  (052-483-1988) （後発調２）第4号         平成30年 4月 1日
     （後発調３）第520号       平成30年 5月 1日
     （在調）第81号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第491号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2482号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  296050,183,8 鳥居調剤薬局 〒453-0053 （調基１）第526号         平成28年 4月 1日
     や中村183 名古屋市中村区中村町茶ノ木１６ （後発調２）第668号       平成30年 5月 1日
     －１ （在薬）第87号            平成 6年11月 1日
     052-413-7533  (052-413-7533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  297050,187,9 薬局第三新名ドラック〒450-0002 （調基１）第3081号        平成30年 1月 1日
     や中村187 ストアー 名古屋市中村区名駅４－８－１４
     名古屋三井ビル地下街
     052-586-3294  (052-586-3294)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  298050,193,7 黄金調剤薬局 〒453-0804 （調基１）第527号         平成28年 4月 1日
     や中村193 名古屋市中村区黄金通１－８ （在薬）第1194号          平成 7年11月 1日
     052-452-0251  (052-452-0251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299050,197,8 香取調剤薬局 〒453-0055 （調基１）第528号         平成28年 4月 1日
     や中村197 名古屋市中村区香取町１－２６－ （後発調３）第5号         平成30年 4月 1日
     ２ （在調）第82号            平成24年 4月 1日
     052-411-0568  (052-411-0568) （か薬）第493号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1298号          平成 9年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300050,206,7 恒川薬局本店 〒453-0016 （調基２）第65号          平成30年 4月 1日
     や中村206 名古屋市中村区竹橋町３５－２５ （在薬）第3165号          平成17年 1月17日
     052-459-1847  (052-459-1848)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  301050,208,3 オオシマ薬局 〒453-0067 （調基１）第529号         平成28年 4月 1日
     や中村208 名古屋市中村区宿跡町１－７７ （地支体）第353号         平成30年 4月 1日
     052-413-2655  (052-413-2655) （か薬）第1983号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第1693号          平成10年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  302050,210,9 ほんじん調剤薬局 〒453-0044 （調基１）第530号         平成28年 4月 1日
     や中村210 名古屋市中村区鳥居通２－２５タ （後発調２）第63号        平成30年 4月 1日
     カラフローリッシュ１階 （在調）第302号           平成26年 1月12日
     052-482-0500  (052-482-0500) （在薬）第5149号          平成26年 1月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  303050,213,3 坪井調剤薬局乾店 〒453-0832 （調基１）第76号          平成28年 4月 1日
     や中村213 名古屋市中村区乾出町２－２４１ （後発調１）第6号         平成30年 4月 1日
     階 （在調）第84号            平成24年 4月 1日
     052-486-3840  (052-486-3845) （か薬）第494号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4503号          平成22年 9月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  304050,215,8 有限会社グリーン調剤〒453-0811 （調基１）第531号         平成28年 4月 1日
     や中村215 薬局 名古屋市中村区太閤通６－２８ （後発調１）第7号         平成30年 4月 1日
     052-483-7070  (052-483-7071) （在薬）第2030号          平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  305050,224,0 ファーコス薬局　きら〒450-0003 （調基１）第329号         平成28年 4月 1日
     や中村224 ら 名古屋市中村区名駅南１－１５－ （後発調２）第533号       平成30年 4月 1日
     ２１宇佐美名古屋ビル１階 （在調）第522号           平成27年 4月 1日
     052-588-0067  (052-588-0068) （在薬）第2838号          平成15年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  306050,227,3 松永薬局 〒450-0002 （調基１）第532号         平成28年 4月 1日
     や中村227 名古屋市中村区名駅４－２２－１ （在薬）第2893号          平成15年11月 1日
     ８
     052-541-7774  (052-541-7795)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  307050,228,1 有限会社千里馬薬局駅〒453-0015 （調基１）第1735号        平成28年 4月 1日
     や中村228 西店 名古屋市中村区椿町１５－２３
     052-453-7570  (052-453-7571)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  308050,229,9 中日調剤薬局中村店 〒453-0821 （調基１）第1736号        平成28年 4月 1日
     や中村229 名古屋市中村区大宮町１－３１－ （地支体）第120号         平成30年 4月 1日
     ２ （後発調１）第177号       平成30年 4月 1日
     052-486-1505  (052-486-1506) （在調）第1122号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第1608号          平成28年 9月 1日
     （在薬）第3028号          平成16年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  309050,231,5 調剤薬局メディカルサ〒450-0003 （調基１）第128号         平成28年 4月 1日
     や中村231 ポートｍｅｉｅｋｉ 名古屋市中村区名駅南１－１７－
     ２８ミノビル８階
     052-587-5310  (052-587-5311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  310050,232,3 恒川薬局並木店 〒453-0856 （調基１）第533号         平成28年 4月 1日
     や中村232 名古屋市中村区並木１－３２０ （後発調２）第189号       平成30年 4月 1日
     052-419-5947  (052-419-5948) （在薬）第3300号          平成17年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  311050,234,9 オレンジ調剤薬局 〒453-0834 （調基１）第78号          平成28年 4月 1日
     や中村234 名古屋市中村区豊国通２－２０ （地支体）第121号         平成30年 4月 1日
     052-412-4193  (052-412-3093) （後発調１）第8号         平成30年 4月 1日
     （在調）第509号           平成27年 2月 1日
     （か薬）第495号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3382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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  312050,237,2 フラワー薬局太閤店 〒453-0801 （調基３イ）第203号       平成30年 4月 1日
     や中村237 名古屋市中村区太閤３－７－３ （後発調１）第499号       平成30年 4月 1日
     052-459-5593  (052-459-3793) （か薬）第1166号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3434号          平成18年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  313050,238,0 ファーマシー大学堂 〒453-0843 （調基１）第534号         平成28年 4月 1日
     や中村238 名古屋市中村区鴨付町１－８３ （在薬）第3550号          平成18年11月29日
     052-412-2305  (052-412-4512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  314050,239,8 十王薬局 〒453-0035 （調基１）第535号         平成28年 4月 1日
     や中村239 名古屋市中村区十王町３－７ （調基３イ）第94号        平成30年 4月 1日
     052-486-1012  (052-486-1032) （在薬）第3551号          平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315050,240,6 ひかり調剤薬局 〒453-0053 （調基１）第536号         平成28年 4月 1日
     や中村240 名古屋市中村区中村町２－２４ （後発調１）第57号        平成30年 4月 1日
     052-486-6633  (052-486-6633) （在薬）第5219号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  316050,245,5 スギ薬局　向島店 〒453-0838 （調基１）第3105号        平成30年 2月 1日
     や中村245 名古屋市中村区向島町５－２８－ （地支体）第799号         平成30年 4月 1日
     １１ （後発調１）第583号       平成30年 4月 1日
     052-419-1560  (052-419-1561) （か薬）第2431号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第6084号          平成30年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  317050,246,3 スギ薬局　名古屋駅前〒450-0002 （調基１）第2352号        平成28年 4月 1日
     や中村246 店 名古屋市中村区名駅３－１４－１ （地支体）第849号         平成30年 5月 1日
     ６東洋ビル１階 （後発調１）第584号       平成30年 4月 1日
     052-569-2355  (052-569-2370) （か薬）第2435号          平成30年 5月 1日
     （在薬）第3880号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  318050,247,1 スギ薬局　大門店 〒453-0029 （調基１）第2353号        平成28年 4月 1日
     や中村247 名古屋市中村区日吉町１５ （後発調２）第669号       平成30年 5月 1日
     052-485-3540  (052-471-7615) （在薬）第3881号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  319050,248,9 くるみ調剤薬局名古屋〒450-0002 （調基１）第3131号        平成30年 4月 1日
     や中村248 駅クリスタル店 名古屋市中村区名駅４－１－３ク （地支体）第545号         平成30年 4月 1日
     リスタルＭＡビル６階 （後発調１）第9号         平成30年 4月 1日
     052-618-9715  (052-618-9716) （在調）第1018号          平成29年 8月 1日
     （か薬）第1008号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4713号          平成24年 2月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320050,250,5 浅井薬局太閤店 〒453-0811 （調基１）第330号         平成28年 4月 1日
     や中村250 名古屋市中村区太閤通５－３３－ （地支体）第122号         平成30年 4月 1日
     １安田ビル１階 （後発調１）第677号       平成30年 5月 1日
     052-461-5033  (052-461-5039) （か薬）第131号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4147号          平成21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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  321050,251,3 くるみ調剤薬局ささし〒453-0806 （調基１）第537号         平成28年 4月 1日
     や中村251 ま西店 名古屋市中村区大正町２－４８－ （地支体）第546号         平成30年 4月 1日
     ４ （在調）第1091号          平成30年 1月 1日
     052-485-6866  (052-485-6877) （か薬）第2169号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第4171号          平成21年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  322050,252,1 スギ薬局　岩塚店 〒453-0855 （調基１）第2354号        平成28年 4月 1日
     や中村252 名古屋市中村区烏森町５－７１－ （地支体）第386号         平成30年 4月 1日
     １ （在調）第525号           平成27年 4月 1日
     052-486-6008  (052-481-1901) （か薬）第2141号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第4202号          平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  323050,255,4 くるみ調剤薬局かすも〒453-0855 （調基２）第22号          平成30年 4月 1日
     や中村255 り店 名古屋市中村区烏森町８－１２０ （か薬）第1834号          平成29年 2月 1日
     ７ （在薬）第4277号          平成21年10月 1日
     052-485-4566  (052-485-4567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  324050,256,2 クオール薬局名駅店 〒450-0002 （調基１）第538号         平成28年 4月 1日
     や中村256 名古屋市中村区名駅２－４５－１ （調基３ロ）第4号         平成30年 4月 1日
     ０川島ビル１－Ｂ （後発調１）第99号        平成30年 4月 1日
     052-533-5889  (052-533-5890) （か薬）第1984号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第4368号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  325050,257,0 きのこ薬局 〒453-0016 （調基１）第539号         平成28年 4月 1日
     や中村257 名古屋市中村区竹橋町１３－１７ （後発調３）第409号       平成30年 4月 1日
     １階 （在薬）第4465号          平成22年 9月 1日
     052-485-8992  (052-485-8993)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  326050,258,8 中日調剤薬局　中村日〒453-0047 （調基１）第1737号        平成28年 4月 1日
     や中村258 赤店 名古屋市中村区元中村町１－５－ （地支体）第123号         平成30年 4月 1日
     ３エムエスＴＯＷＮ中村１階 （在調）第1043号          平成29年10月 1日
     052-485-8315  (052-485-8317) （か薬）第1547号          平成28年 8月 1日
     （在薬）第4466号          平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  327050,259,6 はたえ通・薬局 〒453-0851 （調基１）第540号         平成28年 4月 1日
     や中村259 名古屋市中村区畑江通８－２０１ （地支体）第124号         平成30年 4月 1日
     階 （後発調３）第215号       平成30年 4月 1日
     052-485-6151  (052-485-5373) （在調）第904号           平成28年11月 1日
     （か薬）第1582号          平成28年 8月 1日
     （在薬）第4495号          平成22年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  328050,260,4 アマ調剤薬局 〒453-0029 （調基１）第541号         平成28年 4月 1日
     や中村260 名古屋市中村区日吉町１２メゾン （地支体）第245号         平成30年 4月 1日
     ヒヨシ１階 （後発調２）第319号       平成30年 4月 1日
     052-482-2268  (052-482-2258) （か薬）第28号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第4610号          平成23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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  329050,262,0 コスモス調剤薬局　名〒450-0002 （調基３イ）第3号         平成30年 4月 1日
     や中村262 古屋駅前店 名古屋市中村区名駅３－２６－８ （後発調２）第670号       平成30年 5月 1日
     名古屋駅前桜通ビル３階 （在薬）第4629号          平成23年 9月 1日
     052-571-3301  (052-571-3302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330050,263,8 スマイル薬局　たかみ〒453-0037 （調基１）第1738号        平成28年 4月 1日
     や中村263 ち店 名古屋市中村区高道町５－３－２ （地支体）第474号         平成30年 4月 1日
     ３ （在調）第967号           平成29年 5月 1日
     052-462-8892  (052-462-8893) （か薬）第1906号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第4643号          平成23年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  331050,265,3 調剤薬局　ａｍａｎｏ〒450-0002 （調基１）第544号         平成28年 4月 1日
     や中村265 　メイチカ店 名古屋市中村区名駅３－１４－１ （地支体）第547号         平成30年 4月 1日
     ５先名駅地下街 （在調）第924号           平成29年 2月 1日
     052-589-2021  (052-589-2065) （か薬）第1387号          平成28年 5月 1日
     （在薬）第4672号          平成23年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  332050,266,1 リンクス調剤薬局　八〒453-0859 （調基１）第545号         平成28年 4月 1日
     や中村266 田店 名古屋市中村区野上町５２ （地支体）第850号         平成30年 5月 1日
     052-413-1610  (052-413-2020) （か薬）第1424号          平成28年 5月18日
     （在薬）第5656号          平成24年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  333050,267,9 エムハート薬局　名駅〒453-0015 （調基３ロ）第38号        平成30年 4月 1日
     や中村267 店 名古屋市中村区椿町１－１６井門 （か薬）第2352号          平成30年 3月 1日
     名古屋ビル３階 （在薬）第5103号          平成25年11月 1日
     052-452-3040  (052-452-3040)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  334050,268,7 エムハート薬局　中村〒453-0828 （調基３ロ）第39号        平成30年 4月 1日
     や中村268 本町店 名古屋市中村区中村本町１－９３ （後発調２）第190号       平成30年 4月 1日
     052-482-1901  (052-482-1902) （在薬）第4738号          平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  335050,270,3 スマイル薬局いわつか〒453-0862 （調基１）第1740号        平成28年 4月 1日
     や中村270 店 名古屋市中村区岩塚本通４－５０ （か薬）第219号           平成28年 4月 1日
     クレスト仁１階 （在薬）第4816号          平成24年 9月 1日
     052-485-7381  (052-485-7382)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  336050,271,1 トーカイ薬局　中村店〒453-0831 （調基３イ）第95号        平成30年 4月 1日
     や中村271 名古屋市中村区中村中町３－８７ （後発調１）第283号       平成30年 4月 1日
     052-481-6883  (052-481-6884) （在調）第1030号          平成29年 9月 1日
     （か薬）第1864号          平成29年 3月 1日
     （在薬）第4817号          平成24年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  337050,272,9 名駅２丁目調剤薬局 〒450-0002 （調基１）第546号         平成28年 4月 1日
     や中村272 名古屋市中村区名駅２－４３－１ （後発調１）第284号       平成30年 4月 1日
     ２東山ビル１階
     052-583-0530  (052-485-8130)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  338050,273,7 クオール薬局ビックカ〒453-0015 （調基１）第547号         平成28年 4月 1日
     や中村273 メラ名古屋駅西店 名古屋市中村区椿町６－９ビック （後発調３）第216号       平成30年 4月 1日
     カメラ名古屋駅西店１階 （在薬）第4889号          平成24年12月 1日
     052-459-5789  (052-459-5790)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339050,274,5 たんぽぽ薬局　中村日〒453-0024 （調基３イ）第96号        平成30年 4月 1日
     や中村274 赤前店 名古屋市中村区名楽町５－１５森 （在調）第559号           平成27年 8月 1日
     田ビル１階 （か薬）第2219号          平成29年10月 1日
     052-486-6205  (052-486-6206) （在薬）第4928号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  340050,275,2 スマイル薬局たいこう〒453-0801 （調基１）第1741号        平成28年 4月 1日
     や中村275 店 名古屋市中村区太閤４－７－２２ （地支体）第475号         平成30年 4月 1日
     １階 （後発調１）第678号       平成30年 5月 1日
     052-485-9800  (052-485-9801) （か薬）第220号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4929号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  341050,276,0 スギヤマ調剤薬局中村〒453-0047 （調基１）第1742号        平成28年 4月 1日
     や中村276 日赤前店 名古屋市中村区元中村町３－３　 （調基３イ）第97号        平成30年 4月 1日
     １階 （在調）第625号           平成28年 1月 1日
     052-486-2251  (052-486-2252) （在薬）第4931号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  342050,277,8 日本調剤　中村薬局 〒453-0047 （調基３ロ）第157号       平成30年 4月 1日
     や中村277 名古屋市中村区元中村町３－５　 （後発調１）第500号       平成30年 4月 1日
     １階 （在調）第553号           平成27年 7月 1日
     052-486-6281  (052-486-6282) （か薬）第2336号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第4959号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  343050,279,4 キョーワ薬局　中村店〒453-0812 （調基１）第2884号        平成29年 4月 1日
     や中村279 名古屋市中村区西米野町１－９４ （調基３イ）第98号        平成30年 4月 1日
     －２ （薬菌）第104号           平成25年 9月 1日
     052-462-9851  (052-462-9852) （在調）第314号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第497号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4969号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  344050,280,2 ユタカ薬局本陣 〒453-0043 （調基１）第1743号        平成28年 4月 1日
     や中村280 名古屋市中村区上ノ宮町１－２０ （後発調１）第679号       平成30年 5月 1日
     －１ （か薬）第1388号          平成28年 5月 1日
     052-486-6233  (052-486-6005) （在薬）第4968号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  345050,282,8 スギ薬局　草薙店 〒453-0064 （調基１）第2355号        平成28年 4月 1日
     や中村282 名古屋市中村区草薙町２－９０ （在薬）第4981号          平成25年 5月 1日
     052-419-1381  (052-419-2501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  346050,283,6 アイン薬局中村日赤店〒453-0047 （調基３ロ）第228号       平成30年 4月 1日
     や中村283 名古屋市中村区元中村町３－１－ （後発調１）第176号       平成30年 4月 1日
     ２ （在調）第1189号          平成30年 5月 1日
     052-414-7555  (052-414-7556) （か薬）第1299号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4982号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  347050,284,4 かりん薬局中村日赤前〒453-0047 （調基１）第548号         平成28年 4月 1日
     や中村284 調剤センター 名古屋市中村区元中村町３－８ （地支体）第700号         平成30年 4月 1日
     052-414-7230  (052-414-7231) （薬菌）第258号           平成29年 2月 1日
     （在調）第315号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第1985号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第5016号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  348050,287,7 トキワ調剤薬局 〒453-0047 （調基１）第195号         平成28年 4月 1日
     や中村287 名古屋市中村区元中村町３－６１ （地支体）第548号         平成30年 4月 1日
     階 （在調）第1134号          平成30年 4月 1日
     052-414-7001  (052-414-7002) （か薬）第1594号          平成28年 9月 1日
     （在薬）第4954号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  349050,289,3 あたご調剤薬局 〒453-0841 （調基２）第2号           平成30年 4月 1日
     や中村289 名古屋市中村区稲葉地町３－１２ （調基２）第56号          平成30年 4月 1日
     －２ （後発調２）第724号       平成30年 6月 1日
     052-462-9341  (052-411-1336) （在調）第455号           平成26年 8月 1日
     （か薬）第1859号          平成29年 3月 1日
     （在薬）第5057号          平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350050,291,9 かえる調剤薬局 〒453-0801 （調基１）第1745号        平成28年 4月 1日
     や中村291 名古屋市中村区太閤５－５－２１ （後発調２）第320号       平成30年 4月 1日
     １階 （在薬）第5101号          平成25年10月 1日
     052-414-7618  (052-414-7619)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  351050,292,7 ハートフル調剤薬局中〒453-0018 （調基１）第549号         平成28年 4月 1日
     や中村292 村店 名古屋市中村区佐古前町１－２６ （後発調１）第727号       平成30年 6月 1日
     サンライン第６０ビル１階 （在薬）第5120号          平成25年12月 1日
     052-482-6222  (052-482-6223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  352050,294,3 コスモス調剤薬局かこ〒450-0003 （調基１）第550号         平成28年 4月 1日
     や中村294 まち店 名古屋市中村区名駅南５－４－１ （調基３イ）第4号         平成30年 4月 1日
     ０ （後発調２）第5号         平成30年 4月 1日
     052-331-3932  (052-331-3933) （薬菌）第216号           平成27年 7月 1日
     （在薬）第5167号          平成26年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  353050,295,0 スギ薬局　本陣店 〒453-0044 （調基１）第2356号        平成28年 4月 1日
     や中村295 名古屋市中村区鳥居通２－２８　 （後発調１）第680号       平成30年 5月 1日
     １階 （在薬）第5168号          平成26年 3月 1日
     052-462-8645  (052-462-8646)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  354050,296,8 なの花薬局名古屋太閤〒453-0801 （調基１）第1746号        平成28年 4月 1日
     や中村296 店 名古屋市中村区太閤３－７－８４ （調基３ロ）第5号         平成30年 4月 1日
     木村ビル１階 （後発調３）第521号       平成30年 5月 1日
     052-459-5855  (052-459-5856) （在調）第655号           平成28年 3月 1日
     （か薬）第1438号          平成28年 5月23日
     （在薬）第5169号          平成26年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  355050,298,4 日本調剤中村日赤駅薬〒453-0046 （調基１）第2885号        平成29年 4月 1日
     や中村298 局 名古屋市中村区道下町３－３５先 （調基３ロ）第158号       平成30年 4月 1日
     052-486-2051  (052-486-2052) （後発調３）第268号       平成30年 4月 1日
     （在調）第514号           平成27年 3月 1日
     （か薬）第1789号          平成29年 1月 1日
     （在薬）第5181号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  356050,300,8 たんぽぽ薬局　城西病〒453-0853 （調基１）第331号         平成28年 4月 1日
     や中村300 院前店 名古屋市中村区牛田通１－１７ラ （調基３イ）第99号        平成30年 4月 1日
     イオン牛田ビル１階 （在調）第527号           平成27年 4月 1日
     052-486-2181  (052-486-2182) （か薬）第498号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5290号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  357050,302,4 なでしこ薬局 〒453-0047 （調基１）第1748号        平成28年 4月 1日
     や中村302 名古屋市中村区元中村町３－２ （調基３イ）第204号       平成30年 4月 1日
     052-486-7080  (052-486-7081) （後発調２）第534号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1986号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第5364号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  358050,304,0 調剤薬局ａｍａｎｏ名〒450-8505 （調基１）第551号         平成28年 4月 1日
     や中村304 鉄メンズ館店 名古屋市中村区名駅１－２－４名 （後発調１）第501号       平成30年 4月 1日
     鉄百貨店メンズ館２階 （か薬）第2054号          平成29年 7月 1日
     052-446-8035  (052-446-8036) （在薬）第5525号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  359050,306,5 ミント薬局 〒453-0811 （調基１）第29号          平成28年 4月 1日
     や中村306 名古屋市中村区太閤通５－２９－ （地支体）第23号          平成30年 4月 1日
     １　１階 （後発調３）第6号         平成30年 4月 1日
     052-414-5343  (052-414-5344) （か薬）第1439号          平成28年 5月17日
     （在薬）第5588号          平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  360050,307,3 エムハート薬局大名古〒450-6409 （調基３ロ）第40号        平成30年 4月 1日
     や中村307 屋ビルヂング店 名古屋市中村区名駅３－２８－１ （か薬）第1609号          平成28年 9月 1日
     ２大名古屋ビルヂング　９階 （在薬）第5614号          平成28年 3月 1日
     052-551-0235  (052-551-0250)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  361050,308,1 Ｖ・ｄｒｕｇ　亀島薬〒453-0013 （調基３イ）第35号        平成30年 4月 1日
     や中村308 局 名古屋市中村区亀島１－４－４モ （後発調３）第70号        平成30年 4月 1日
     テット名古屋１階 （在調）第905号           平成28年11月 1日
     052-451-0022  (052-451-0033) （か薬）第1836号          平成29年 2月 1日
     （在薬）第5646号          平成28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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  362050,309,9 ピアゴ中村薬局 〒453-0027 （調基１）第2670号        平成28年 8月 1日
     や中村309 名古屋市中村区大門町２７ピアゴ （在薬）第5729号          平成28年 8月 1日
     中村店地下１階
     052-485-7138  (052-485-7139)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  363050,310,7 スギ薬局　名駅桜通店〒453-0002 （調基１）第2675号        平成28年 9月 1日
     や中村310 名古屋市中村区名駅３－２２－８ （後発調２）第443号       平成30年 4月 1日
     大東海ビル１階 （在薬）第5697号          平成28年 9月 1日
     052-433-1095  (052-433-1096)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  364050,311,5 ウエルシア薬局名古屋〒453-0801 （調基１）第2698号        平成28年 9月 1日
     や中村311 太閤店 名古屋市中村区太閤１－１９－４ （後発調２）第373号       平成30年 4月 1日
     ２ （在薬）第5706号          平成28年 9月 1日
     052-459-3372  (052-459-3392)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  365050,312,3 ファーコス薬局　太閤〒453-0811 （調基１）第2699号        平成28年 9月 1日
     や中村312 通 名古屋市中村区太閤通５－２０後 （調基３ロ）第159号       平成30年 4月 1日
     藤ビル１階 （か薬）第2159号          平成29年 9月 1日
     052-481-3423  (052-481-7702) （在薬）第5716号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  366050,313,1 スギ薬局　栄生店 〒453-0034 （調基１）第2735号        平成28年11月 1日
     や中村313 名古屋市中村区大日町１－７ （在薬）第5763号          平成28年11月 1日
     052-485-4511  (052-485-4512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  367050,314,9 調剤薬局ａｍａｎｏ　〒453-6615 （調基１）第2762号        平成28年11月 1日
     や中村314 ＪＲゲートタワー店 名古屋市中村区名駅１－１－３Ｊ （地支体）第549号         平成30年 4月 1日
     Ｒゲートタワー１５階 （在調）第1118号          平成30年 4月 1日
     052-756-2081  (052-756-2082) （か薬）第2202号          平成29年10月 1日
     （在薬）第5764号          平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  368050,317,2 セントラル薬局 〒450-0003 （調基１）第2930号        平成29年 4月 1日
     や中村317 名古屋市中村区名駅南２－１４－ （在薬）第5900号          平成29年 4月 1日
     １９住友生命名古屋ビル地下１階
     052-586-0075  (052-586-0076)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  369050,318,0 名駅調剤薬局 〒453-0014 （調基１）第3001号        平成29年 9月 1日
     や中村318 名古屋市中村区則武２－９－１８ （地支体）第125号         平成30年 4月 1日
     ペルテ名駅１階 （後発調２）第6号         平成30年 4月 1日
     052-453-3510  (052-453-3515) （後発調３）第522号       平成30年 5月 1日
     （在調）第1039号          平成29年 9月 1日
     （か薬）第2192号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第5976号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  370050,319,8 ビー・アンド・ディー〒453-6105 （調基１）第3014号        平成29年11月 1日
     や中村319 調剤薬局ささしまグロ名古屋市中村区平池町４－６０－ （後発調１）第728号       平成30年 6月 1日
     ーバルゲート店 １２ささしまグローバルゲート５ （後発調２）第191号       平成30年 4月 1日
     階
     052-446-6767  (052-446-6769)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  371050,320,6 エルブ調剤薬局　中村〒453-0053 （調基１）第3048号        平成29年11月 1日
     や中村320 店 名古屋市中村区中村町８－１０パ （後発調１）第100号       平成30年 4月 1日
     ルミラＭ１０２
     052-433-1980  (052-433-1981)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  372050,321,4 エルブ調剤薬局　太閤〒453-0832 （調基１）第3049号        平成29年11月 1日
     や中村321 店 名古屋市中村区乾出町２－３０－
     ２小島ビル１階
     052-486-1077  (052-486-1078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  373050,322,2 みんなの薬局　中村 〒453-0041 （調基１）第3082号        平成30年 2月 1日
     や中村322 名古屋市中村区本陣通５－１１７ （後発調３）第523号       平成30年 5月 1日
     052-756-3953  (052-756-3954) （在薬）第6052号          平成30年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  374060,044,0 合資会社山田薬局 〒460-0008 （調基１）第553号         平成28年 4月 1日
     や中44 名古屋市中区栄５－７－６ （在薬）第691号           平成 6年11月 1日
     052-241-0220  (052-241-0320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  375060,117,4 丸八薬局有限会社 〒460-0003 （調基１）第2648号        平成28年 6月 1日
     や中117 名古屋市中区錦２－１６－６
     052-231-2865  (052-231-2865)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  376060,134,9 カナヤマ薬局 〒460-0022 （調基１）第1751号        平成28年 4月 1日
     や中134 名古屋市中区金山２－１３－１１ （後発調２）第107号       平成30年 4月 1日
     052-321-4723  (052-321-4876) （在薬）第704号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  377060,137,2 中央薬局 〒460-0012 （調基１）第2886号        平成29年 4月 1日
     や中137 名古屋市中区千代田５－１３－１ （調基２）第3号           平成30年 4月 1日
     １ （在薬）第4818号          平成24年 8月13日
     052-263-1963  (052-243-3626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  378060,150,5 ピーエム調剤薬局 〒460-0004 （調基１）第554号         平成28年 4月 1日
     や中150 名古屋市中区新栄町１－３日丸名 （調基２）第44号          平成30年 4月 1日
     古屋ビル２階 （か薬）第1169号          平成28年 4月 1日
     052-951-2203  (052-971-7392) （在薬）第41号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  379060,155,4 愛知県薬剤師会　サカ〒460-0004 （調基１）第196号         平成28年 4月 1日
     や中155 エ調剤薬局 名古屋市中区新栄町１－３日丸名 （調基２）第23号          平成30年 4月 1日
     古屋ビル２階 （か薬）第222号           平成28年 4月 1日
     052-951-9238  (052-953-8569) （在薬）第692号           平成 6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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  380060,156,2 中日調剤薬局 〒460-0004 （調基１）第1752号        平成28年 4月 1日
     や中156 名古屋市中区新栄町１－３日丸名 （調基２）第82号          平成30年 4月 1日
     古屋ビル２階 （在調）第594号           平成27年11月 1日
     052-961-6602  (052-961-3488) （か薬）第499号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第694号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381060,160,4 大池薬局 〒460-0012 （調基１）第555号         平成28年 4月 1日
     や中160 名古屋市中区千代田３－３－１７ （在調）第264号           平成25年 1月 1日
     052-321-2145  (052-321-2145) （在薬）第3679号          平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  382060,166,1 有限会社タツモ薬局 〒460-0003 （調基１）第556号         平成28年 4月 1日
     や中166 名古屋市中区錦２－４－３錦パー
     クビル１階
     052-231-1773  (052-231-1773)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  383060,170,3 日本調剤名大前薬局 〒460-0012 （調基３ロ）第160号       平成30年 4月 1日
     や中170 名古屋市中区千代田５－１３０１ （か薬）第1623号          平成28年10月 1日
     052-241-0114  (052-241-0104) （在薬）第4769号          平成24年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  384060,171,1 有限会社千里馬薬局 〒460-0007 （調基１）第1753号        平成28年 4月 1日
     や中171 名古屋市中区新栄２－２６－６
     052-242-8423  (052-242-8422)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  385060,172,9 昭和調剤薬局 〒460-0012 （調基１）第2598号        平成28年 4月 1日
     や中172 名古屋市中区千代田５－２３－６ （地支体）第341号         平成30年 4月 1日
     052-243-2731  (052-243-2732) （在調）第595号           平成27年11月 1日
     （か薬）第1009号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5182号          平成26年 3月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  386060,174,5 鶴舞薬局 〒460-0012 （調基１）第158号         平成28年 4月 1日
     や中174 名古屋市中区千代田５－２０３１ （地支体）第41号          平成30年 4月 1日
     052-243-3066  (052-243-3067) （か薬）第500号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第698号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  387060,177,8 平和堂薬局 〒460-0011 （調基１）第557号         平成28年 4月 1日
     や中177 名古屋市中区大須３－２７－２２ （地支体）第42号          平成30年 4月 1日
     052-241-1733  (052-241-0647) （か薬）第30号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第703号           平成 7年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  388060,180,2 マリン薬局　鶴舞店 〒460-0012 （調基１）第558号         平成28年 4月 1日
     や中180 名古屋市中区千代田４－４－１３ （か薬）第1486号          平成28年 7月 1日
     第２千代田コーポ１０１ （在薬）第5013号          平成25年 4月 1日
     052-332-1195  (052-332-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  389060,182,8 たんぽぽ薬局千早店 〒460-0007 （調基１）第332号         平成28年 4月 1日
     や中182 名古屋市中区新栄１－３７－９ （調基３イ）第100号       平成30年 4月 1日
     052-269-1730  (052-269-1729) （後発調１）第285号       平成30年 4月 1日
     （在調）第234号           平成24年 6月 1日
     （か薬）第501号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1749号          平成10年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  390060,183,6 フラワー薬局　金山店〒460-0022 （調基３イ）第205号       平成30年 4月 1日
     や中183 名古屋市中区金山４－６－１９金 （か薬）第1837号          平成29年 2月 1日
     山プログレス２０１ （在薬）第2486号          平成14年 5月 1日
     052-323-1161  (052-324-8193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  391060,184,4 中日処方せん調剤薬局〒460-0008 （調基１）第1754号        平成28年 4月 1日
     や中184 名古屋市中区栄４－１－１中日ビ （地支体）第246号         平成30年 4月 1日
     ル４階 （か薬）第1580号          平成28年 9月 1日
     052-263-7506  (052-263-6225) （在薬）第1784号          平成11年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  392060,186,9 松原薬局本店 〒460-0017 （調基１）第559号         平成28年 4月 1日
     や中186 名古屋市中区松原２－４－１７ （地支体）第22号          平成30年 4月 1日
     052-324-3088  (052-324-3088) （在調）第918号           平成29年 1月 1日
     （か薬）第133号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2606号          平成14年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  393060,189,3 弘法薬局中店 〒460-0017 （調基１）第560号         平成28年 4月 1日
     や中189 名古屋市中区松原２－１６－１９ （か薬）第1624号          平成28年10月 1日
     052-324-7117  (052-324-7118) （在薬）第1981号          平成11年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  394060,194,3 武田薬局 〒460-0007 （調基１）第561号         平成28年 4月 1日
     や中194 名古屋市中区新栄１－６－２１
     052-251-3969  (052-251-3978)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  395060,202,4 ファミリー調剤薬局金〒460-0022 （調基１）第66号          平成28年 4月 1日
     や中202 山店 名古屋市中区金山１－９－２２鉄 （在薬）第2588号          平成14年 6月 1日
     鋼ビル１階
     052-350-7621  (052-350-7622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  396060,209,9 みかん薬局 〒460-0011 （調基１）第86号          平成28年 4月 1日
     や中209 名古屋市中区大須３－１４－４３ （地支体）第126号         平成30年 4月 1日
     大須第２アメ横ビル３階 （後発調１）第178号       平成30年 4月 1日
     052-269-0228  (052-269-0227) （か薬）第1907号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第2839号          平成15年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  397060,210,7 ファミリア調剤薬局白〒460-0008 （調基１）第69号          平成28年 4月 1日
     や中210 川公園店 名古屋市中区栄３－１１－２０共 （在薬）第3044号          平成16年 8月 1日
     立ビル１階
     052-249-7557  (052-249-7558)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  398060,214,9 なごや調剤薬局 〒460-0012 （調基２）第66号          平成30年 4月 1日
     や中214 名古屋市中区千代田５－１３－１ （か薬）第2254号          平成29年11月 1日
     ８ （在薬）第2983号          平成16年 4月 1日
     052-265-2025  (052-263-1185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  399060,219,8 丸の内大島薬局 〒460-0002 （調基１）第562号         平成28年 4月 1日
     や中219 名古屋市中区丸の内２－２－３８ （地支体）第550号         平成30年 4月 1日
     052-231-1898  (052-223-1789) （後発調１）第586号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第83号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第4479号          平成22年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  400060,222,2 ちよだ調剤薬局 〒460-0012 （調基１）第563号         平成28年 4月 1日
     や中222 名古屋市中区千代田３－１４－１ （地支体）第127号         平成30年 4月 1日
     ４パルティール鶴舞１階 （後発調１）第681号       平成30年 5月 1日
     052-331-9533  (052-331-9534) （在調）第968号           平成29年 5月 1日
     （か薬）第1581号          平成28年 8月 1日
     （在薬）第3150号          平成17年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  401060,224,8 スギヤマ薬局松原店 〒460-0017 （調基１）第1758号        平成28年 4月 1日
     や中224 名古屋市中区松原３－４－５ （在薬）第3167号          平成16年12月21日
     052-331-8101  (052-331-8408)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  402060,228,9 矢場町薬局 〒460-0008 （調基１）第564号         平成28年 4月 1日
     や中228 名古屋市中区栄５－１８－１６ （か薬）第503号           平成28年 4月 1日
     052-262-5802  (052-262-5803) （在薬）第3450号          平成18年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  403060,231,3 青山薬局 〒460-0003 （調基１）第565号         平成28年 4月 1日
     や中231 名古屋市中区錦２－１６－１３
     052-231-8020  (052-231-8020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  404060,235,4 スギ薬局　金山駅前店〒460-0022 （調基１）第2357号        平成28年 4月 1日
     や中235 名古屋市中区金山１－１２－１４ （地支体）第387号         平成30年 4月 1日
     金山総合ビル１階 （か薬）第1610号          平成28年 9月 1日
     052-324-6630  (052-324-6631) （在薬）第3882号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  405060,236,2 スギ薬局　伏見店 〒460-0003 （調基１）第2358号        平成28年 4月 1日
     や中236 名古屋市中区錦２－１９－２５日 （在薬）第3883号          平成20年 9月 1日
     本生命広小路ビル１階．２階
     052-220-1700  (052-220-1751)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  406060,237,0 スギ薬局　上前津店 〒460-0014 （調基１）第2359号        平成28年 4月 1日
     や中237 名古屋市中区富士見町３－２６ （地支体）第388号         平成30年 4月 1日
     052-350-3025  (052-350-3026) （後発調１）第587号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1710号          平成28年11月 1日
     （在薬）第3884号          平成20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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  407060,239,6 スギ薬局　正木店 〒460-0024 （調基１）第2360号        平成28年 4月 1日
     や中239 名古屋市中区正木１－２－３３ （地支体）第389号         平成30年 4月 1日
     052-324-6400  (052-324-1785) （在調）第385号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第2142号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第3886号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  408060,241,2 菊薬局 〒460-0012 （調基１）第567号         平成28年 4月 1日
     や中241 名古屋市中区千代田４－４－３
     052-321-7138  (052-321-7138)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  409060,243,8 コスモス調剤薬局　伏〒460-0008 （調基３イ）第5号         平成30年 4月 1日
     や中243 見店 名古屋市中区栄２－１－１日土地 （か薬）第1172号          平成28年 4月 1日
     名古屋ビル２階 （在薬）第4080号          平成20年11月 1日
     052-204-3331  (052-204-3332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  410060,244,6 フロンティア薬局名城〒460-0001 （調基３イ）第101号       平成30年 4月 1日
     や中244 店 名古屋市中区三の丸３－１－１先 （か薬）第1790号          平成29年 1月 1日
     052-957-3940  (052-961-3940)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  411060,246,1 スギ薬局　大須店 〒460-0011 （調基１）第2361号        平成28年 4月 1日
     や中246 名古屋市中区大須３－３３－８ （後発調２）第444号       平成30年 4月 1日
     052-238-0391  (052-241-0521) （在薬）第4186号          平成21年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  412060,248,7 稲田薬局 〒460-0011 （調基１）第569号         平成28年 4月 1日
     や中248 名古屋市中区大須４－１４－６２
     リード上前津ビル１階
     052-241-2438  (052-251-4361)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  413060,250,3 フォレスト調剤薬局栄〒460-0008 （調基１）第333号         平成28年 4月 1日
     や中250 店 名古屋市中区栄４－２－２９名古 （地支体）第551号         平成30年 4月 1日
     屋広小路プレイス２階 （か薬）第2183号          平成29年10月 1日
     052-269-6230  (052-269-6231) （在薬）第4260号          平成21年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  414060,251,1 ファミリア調剤薬局大〒460-0011 （調基１）第68号          平成28年 4月 1日
     や中251 須店 名古屋市中区大須２－２７－２５ （在薬）第5026号          平成25年 6月 1日
     052-229-0086  (052-229-0087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  415060,252,9 調剤薬局アモス　金山〒460-0022 （調基１）第2887号        平成29年 4月 1日
     や中252 店 名古屋市中区金山５－９－１サン （在調）第1028号          平成29年 9月 1日
     ヴェール金山１階 （か薬）第2068号          平成29年 7月 1日
     052-881-2280  (052-881-2281) （在薬）第5765号          平成28年10月 9日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  416060,253,7 めいてつ調剤薬局　丸〒460-0002 （調基１）第571号         平成28年 4月 1日
     や中253 の内店 名古屋市中区丸の内３－１－２６ （薬菌）第208号           平成26年12月 1日
     052-253-8106  (052-253-8107) （在調）第304号           平成26年 2月 1日
     （在薬）第4358号          平成22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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  417060,254,5 ぺんぎん調剤薬局　本〒460-0002 （調基１）第572号         平成28年 4月 1日
     や中254 町通店 名古屋市中区丸の内２－６－１０ （地支体）第128号         平成30年 4月 1日
     堀尾商店ビル１階 （在調）第869号           平成28年10月 1日
     052-201-5622  (052-201-5633) （か薬）第223号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4369号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  418060,255,2 フラワー薬局　丸の内〒460-0002 （調基１）第1760号        平成28年 4月 1日
     や中255 店 名古屋市中区丸の内３－１－２８ （か薬）第1548号          平成28年 8月 1日
     三和ビル１階 （在薬）第4370号          平成22年 4月 1日
     052-971-1193  (052-971-8193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  419060,256,0 たんぽぽ薬局　中日病〒460-0002 （調基１）第334号         平成28年 4月 1日
     や中256 院前店 名古屋市中区丸の内３－１３－１ （調基３イ）第102号       平成30年 4月 1日
     セプトン丸の内ビル１階 （か薬）第1755号          平成28年12月 1日
     052-950-5011  (052-963-5012) （在薬）第4371号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  420060,257,8 加藤豊薬局 〒460-0008 （調基１）第105号         平成28年 4月 1日
     や中257 名古屋市中区栄１－１０－１２鏡 （後発調２）第192号       平成30年 4月 1日
     園ビル１階 （か薬）第1611号          平成28年10月 1日
     052-231-6851  (052-231-6851)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  421060,259,4 ませ調剤薬局金山店 〒460-0022 （調基１）第573号         平成28年 4月 1日
     や中259 名古屋市中区金山１－１４－９長 （地支体）第552号         平成30年 4月 1日
     谷川ビル４階 （在調）第433号           平成26年 6月 1日
     052-332-0300  (052-323-8487) （か薬）第1173号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4627号          平成23年 7月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  422060,261,0 かりん薬局　丸の内調〒460-0002 （調基１）第574号         平成28年 4月 1日
     や中261 剤センター 名古屋市中区丸の内２－１８－１ （地支体）第701号         平成30年 4月 1日
     ４ＬＡＮＤＳＱＵＡＲＥ　ＭＡＲ （か薬）第2172号          平成29年 9月 1日
     ＵＮＯＵＣＨＩ１階 （在薬）第4644号          平成23年10月 1日
     052-201-2228  (052-201-5544)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  423060,263,6 調剤薬局　ａｍａｎｏ〒460-0008 （調基１）第575号         平成28年 4月 1日
     や中263 　コスモ栄ビル店 名古屋市中区栄３－７－１３コス （地支体）第553号         平成30年 4月 1日
     モ栄ビル４階 （在調）第820号           平成28年 8月 1日
     052-249-3755  (052-249-3765) （か薬）第504号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4675号          平成23年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  424060,264,4 調剤薬局　ａｍａｎｏ〒460-0008 （調基１）第576号         平成28年 4月 1日
     や中264 　サカエチカ店 名古屋市中区栄３－４－６先サカ （地支体）第554号         平成30年 4月 1日
     エチカ （か薬）第1549号          平成28年 8月 1日
     052-971-6586  (052-971-6668) （在薬）第4673号          平成23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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  425060,267,7 ユタカ薬局広小路伏見〒460-0008 （調基１）第1761号        平成28年 4月 1日
     や中267 名古屋市中区栄２－２－１中駒ビ （後発調１）第502号       平成30年 4月 1日
     ル１階 （か薬）第1389号          平成28年 5月 1日
     052-218-7422  (052-218-7433) （在薬）第4761号          平成24年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  426060,268,5 調剤薬局　ａｍａｎｏ〒460-0008 （調基１）第578号         平成28年 4月 1日
     や中268 　辰晃ビル店 名古屋市中区栄３－６－２０辰晃 （地支体）第555号         平成30年 4月 1日
     ビルディング６階 （か薬）第1987号          平成29年 6月 1日
     052-253-6020  (052-253-6021) （在薬）第4776号          平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  427060,270,1 愛知調剤薬局　栄店 〒460-0008 （調基１）第579号         平成28年 4月 1日
     や中270 名古屋市中区栄４－１３－１９Ｔ （後発調３）第138号       平成30年 4月 1日
     Ｋビル４階 （在調）第336号           平成26年 4月 1日
     052-746-9299  (052-746-9298) （在薬）第5074号          平成25年 6月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  428060,271,9 スギ薬局　金山北店 〒460-0022 （調基１）第2363号        平成28年 4月 1日
     や中271 名古屋市中区金山２－３－２ （在調）第617号           平成28年 1月 1日
     052-339-5061  (052-339-5062) （在薬）第4912号          平成25年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  429060,272,7 ねお調剤薬局　長者町〒460-0003 （調基１）第580号         平成28年 4月 1日
     や中272 店 名古屋市中区錦２－５－３１長者 （地支体）第599号         平成30年 4月 1日
     町相互ビル１階 （か薬）第2395号          平成30年 4月 1日
     052-265-8338  (052-265-8178) （在薬）第4913号          平成25年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  430060,273,5 山海堂調剤薬局 〒460-0011 （調基１）第1762号        平成28年 4月 1日
     や中273 名古屋市中区大須２－２９－４３ （在薬）第4930号          平成25年 4月 1日
     １階
     052-204-8577  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  431060,274,3 中日薬局　鏡栄店 〒460-0008 （調基１）第1763号        平成28年 4月 1日
     や中274 名古屋市中区栄３－４－１５鏡栄 （後発調３）第7号         平成30年 4月 1日
     ビル５階 （か薬）第2069号          平成29年 7月 1日
     052-684-5503  (052-684-5504)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  432060,277,6 調剤薬局　ａｍａｎｏ〒460-0003 （調基１）第581号         平成28年 4月 1日
     や中277 　錦３２４ビル店 名古屋市中区錦３－２４－２４錦 （在薬）第5183号          平成26年 4月 1日
     ３２４ビル７階
     052-684-7036  (052-684-7037)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  433060,280,0 新栄ホーム薬局 〒460-0007 （調基１）第582号         平成28年 4月 1日
     や中280 名古屋市中区新栄３－７－１２　 （地支体）第758号         平成30年 4月 1日
     １階 （在調）第538号           平成27年 5月 1日
     052-253-6211  (052-251-2515) （か薬）第1988号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第5396号          平成27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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   51

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  434060,281,8 ストロベリー薬局 〒460-0012 （調基１）第1765号        平成28年 4月 1日
     や中281 名古屋市中区千代田３－３－８レ （地支体）第556号         平成30年 4月 1日
     ジディア鶴舞１階 （後発調１）第503号       平成30年 4月 1日
     052-332-8815  (052-332-8816) （か薬）第225号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5473号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  435060,282,6 ふしみ調剤薬局 〒460-0003 （調基１）第583号         平成28年 4月 1日
     や中282 名古屋市中区錦２－９－２５地下 （後発調１）第365号       平成30年 4月 1日
     １階 （在薬）第5474号          平成27年 7月 1日
     052-222-0027  (052-222-0328)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  436060,283,4 調剤薬局ａｍａｎｏサ〒460-0008 （調基１）第584号         平成28年 4月 1日
     や中283 カエ中店 名古屋市中区栄３－５－１２先栄 （地支体）第600号         平成30年 4月 1日
     地下街 （後発調１）第504号       平成30年 4月 1日
     052-684-8056  (052-684-8057) （か薬）第2055号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第5514号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  437060,284,2 どんぐり薬局 〒460-0011 （調基１）第153号         平成28年 4月 1日
     や中284 名古屋市中区大須４－３－１グリ （地支体）第350号         平成30年 4月 1日
     ナリー南久屋１階 （後発調２）第321号       平成30年 4月 1日
     052-249-0001  (052-249-0005) （在調）第604号           平成27年11月 1日
     （か薬）第505号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5558号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  438060,285,9 中日調剤薬局　スカイ〒460-0008 （調基１）第2652号        平成28年 6月 1日
     や中285 ル店 名古屋市中区栄３－４－５スカイ （在薬）第5671号          平成28年 6月 1日
     ル１１階
     052-264-6306  (052-269-0306)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  439060,286,7 ヤシロファーマシー　〒460-0007 （調基１）第2662号        平成28年 7月 1日
     や中286 新栄店 名古屋市中区新栄２－２－１イノ （地支体）第342号         平成30年 4月 1日
     フィスビル２階 （後発調３）第405号       平成30年 4月 1日
     052-259-2681  (052-259-2682) （か薬）第1959号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第5684号          平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  440060,287,5 上前津調剤薬局 〒460-0013 （調基１）第2676号        平成28年 8月 1日
     や中287 名古屋市中区上前津１－１４－１ （地支体）第129号         平成30年 4月 1日
     ９レスポアールかみまえづ１階 （後発調３）第524号       平成30年 5月 1日
     052-332-8880  (052-332-8881) （在調）第839号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第1588号          平成28年 8月 1日
     （在薬）第5698号          平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  441060,289,1 ファーマライズ薬局　〒460-0008 （調基１）第2700号        平成28年 9月 1日
     や中289 栄店 名古屋市中区栄４－１６－２１Ｍ （か薬）第2307号          平成30年 1月 1日
     ステージ栄１階 （在薬）第5717号          平成28年 9月 1日
     052-238-2544  (052-238-2545)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   52

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  442060,291,7 アイセイ薬局　上前津〒460-0011 （調基１）第2736号        平成28年10月 1日
     や中291 店 名古屋市中区大須４－１０－４０ （地支体）第476号         平成30年 4月 1日
     カジウラテックスビル１階 （在調）第878号           平成28年10月 1日
     052-238-4600  (052-238-4601) （か薬）第1676号          平成28年10月 1日
     （在薬）第5766号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  443060,292,5 たんぽぽ薬局金山店 〒460-0022 （調基３イ）第103号       平成30年 4月 1日
     や中292 名古屋市中区金山５－５－１０ （後発調１）第286号       平成30年 4月 1日
     052-881-2131  (052-881-2132) （在調）第1083号          平成29年12月 1日
     （か薬）第2214号          平成29年10月 1日
     （在薬）第5809号          平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  444060,293,3 調剤薬局　ａｍａｎｏ〒460-0008 （調基１）第2782号        平成29年 1月 1日
     や中293 　栄本町通店 名古屋市中区栄３－２１－２９小 （地支体）第858号         平成30年 6月 1日
     林株式会社北館１階 （薬菌）第281号           平成30年 4月 1日
     052-684-5222  (052-684-5223) （か薬）第2108号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第5829号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  445060,294,1 調剤薬局　ａｍａｎｏ〒460-0001 （調基１）第2791号        平成29年 2月 1日
     や中294 　名古屋医療センター名古屋市中区三の丸３－１－１先 （か薬）第2197号          平成29年10月 1日
     前店 地下鉄市役所駅地下１階 （在薬）第5836号          平成29年 2月 1日
     052-955-5401  (052-955-5402)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  446060,295,8 ココカラファイン薬局〒460-0008 （調基１）第2888号        平成29年 4月 1日
     や中295 　名古屋栄店 名古屋市中区栄３－１７－１２大 （在薬）第5884号          平成29年 4月 1日
     津通電気ビル１階
     052-249-8795  (052-249-8796)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  447060,296,6 りんご薬局 〒460-0024 （調基１）第2950号        平成29年 6月 1日
     や中296 名古屋市中区正木１－１５－２９ （後発調３）第269号       平成30年 4月 1日
     0586-82-0183  (0586-82-0182) （か薬）第2370号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第5924号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  448060,297,4 ローソンクオール薬局〒460-0012 （調基１）第2959号        平成29年 7月 1日
     や中297 鶴舞駅西店 名古屋市中区千代田２－１６－１ （後発調１）第682号       平成30年 5月 1日
     ０アーバニア鶴舞第二ビル１階 （在薬）第5934号          平成29年 7月 1日
     052-269-2789  (052-269-2790)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  449060,298,2 ハロー薬局　テラッセ〒460-0008 （調基３ロ）第41号        平成30年 4月 1日
     や中298 納屋橋店 名古屋市中区栄１－２－３プラウ （在薬）第5957号          平成29年 9月 1日
     ドタワー名古屋栄２階
     052-218-3761  (052-218-3762)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  450060,300,6 ウエルシア薬局名古屋〒460-0008 （調基１）第2983号        平成29年 9月 1日
     や中300 栄久屋大通店 名古屋市中区栄３－１５－８服部 （在薬）第5958号          平成29年 9月 1日
     名古屋栄ビル１階、地下１階
     052-238-0802  (052-238-0824)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   53

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  451060,301,4 スギ薬局　伏見三蔵店〒460-0008 （調基１）第2995号        平成29年10月 1日
     や中301 名古屋市中区栄２－９－２６ポー （後発調３）第439号       平成30年 4月 1日
     ラ名古屋ビル１階 （在薬）第5970号          平成29年10月 1日
     052-212-8783  (052-212-8784)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  452060,302,2 しろねこ薬局 〒460-0015 （調基１）第3123号        平成30年 4月 1日
     や中302 名古屋市中区大井町４－２１大井 （在薬）第6116号          平成30年 4月 1日
     ビル１階
     052-321-5050  (052-265-6112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  453060,303,0 大須スマイル薬局 〒460-0011 （調基１）第3158号        平成30年 4月 1日
     や中303 名古屋市中区大須４－１４－６１ （在薬）第6127号          平成30年 4月 4日
     052-238-2828  (052-241-0075)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  454060,304,8 カメイ調剤薬局　栄店〒460-0008 （在薬）第6155号          平成30年 6月 1日
     や中304 名古屋市中区栄３－２７－１　１
     階
     052-251-1160  (052-251-1161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  455070,115,6 株式会社大学薬局 〒466-0843 （在薬）第103号           平成 6年11月 1日
     や昭和115 名古屋市昭和区菊園町５－２０－
     １
     052-841-2938  (052-841-8227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  456070,117,2 福岡薬局 〒466-0834 （調基１）第585号         平成28年 4月 1日
     や昭和117 名古屋市昭和区広路町石坂３６ （在薬）第104号           平成 6年11月 1日
     052-831-4696  (052-831-4696)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  457070,138,8 名古屋市薬剤師会会営〒466-0026 （調基１）第26号          平成28年 4月 1日
     や昭和138 薬局　市薬調剤センタ名古屋市昭和区陶生町１－８ （地支体）第247号         平成30年 4月 1日
     ー 052-851-3611  (052-851-2671) （か薬）第2337号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第612号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  458070,147,9 吹上調剤薬局 〒466-0002 （調基３イ）第36号        平成30年 4月 1日
     や昭和147 名古屋市昭和区吹上町２－２７－ （後発調２）第108号       平成30年 4月 1日
     ３ （在薬）第5号             平成 6年10月 1日
     052-732-9193  (052-732-9221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  459070,149,5 杏林堂漢方薬局 〒466-0022 （調基１）第587号         平成28年 4月 1日
     や昭和149 名古屋市昭和区塩付通６－１２　 （か薬）第226号           平成28年 4月 1日
     メゾン杏林１階 （在薬）第116号           平成 6年11月 1日
     052-852-4031  (052-852-4031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   54

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  460070,151,1 有限会社昭和薬局 〒466-0047 （調基１）第588号         平成28年 4月 1日
     や昭和151 名古屋市昭和区永金町１－１７ （地支体）第130号         平成30年 4月 1日
     052-881-9451  (052-881-9588) （後発調１）第179号       平成30年 4月 1日
     （在調）第88号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第1010号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第117号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  461070,154,5 はるか薬局 〒466-0824 （調基１）第589号         平成28年 4月 1日
     や昭和154 名古屋市昭和区山里町６６－２ヒ （地支体）第557号         平成30年 4月 1日
     ルズ・ヤマザト１階 （在調）第281号           平成25年 7月 1日
     052-839-1226  (052-839-1227) （か薬）第1373号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第1245号          平成 8年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  462070,164,4 みずの調剤薬局昭和店〒466-0826 （調基１）第1767号        平成28年 4月 1日
     や昭和164 名古屋市昭和区滝川町４７－１２ （後発調２）第671号       平成30年 5月 1日
     ９コーポ滝川１階 （在薬）第1594号          平成10年 4月 1日
     052-836-5520  (052-836-5464)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  463070,168,5 うちだ薬局 〒466-0032 （調基１）第1768号        平成28年 4月 1日
     や昭和168 名古屋市昭和区天神町１－４ （在薬）第2489号          平成14年 5月 1日
     052-882-4487  (052-882-4687)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  464070,176,8 有限会社きしはた調剤〒466-0021 （調基１）第591号         平成28年 4月 1日
     や昭和176 薬局 名古屋市昭和区小坂町３－２３ （後発調２）第535号       平成30年 4月 1日
     052-735-8840  (052-735-8841) （在薬）第2113号          平成12年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  465070,181,8 松栄調剤薬局 〒466-0848 （調基１）第592号         平成28年 4月 1日
     や昭和181 名古屋市昭和区長戸町５－４４ （地支体）第43号          平成30年 4月 1日
     052-859-5300  (052-859-5327) （後発調２）第64号        平成30年 4月 1日
     （か薬）第134号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2349号          平成13年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  466070,183,4 有限会社船橋薬局 〒466-0857 （調基１）第593号         平成28年 4月 1日
     や昭和183 名古屋市昭和区安田通１－１３ （在薬）第2389号          平成14年 1月 1日
     052-751-3145  (052-751-7991)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  467070,187,5 さいころ薬局石川橋店〒466-0842 （調基１）第1769号        平成28年 4月 1日
     や昭和187 名古屋市昭和区檀溪通５－６リバ （後発調１）第454号       平成30年 4月 1日
     ーサイドテラス石川橋２階　Ｂ－ （後発調２）第725号       平成30年 5月 1日
     １５
     052-836-2468  (052-836-2468)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   55

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  468070,189,1 天池ホーム薬局 〒466-0051 （調基１）第1770号        平成28年 4月 1日
     や昭和189 名古屋市昭和区御器所２－６－２ （地支体）第702号         平成30年 4月 1日
     ２１階１－Ａ号 （後発調２）第536号       平成30年 4月 1日
     052-871-2349  (052-871-2533) （在調）第90号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第1365号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4690号          平成23年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  469070,191,7 アイランド薬局八事店〒466-0824 （調基１）第2889号        平成29年 4月 1日
     や昭和191 名古屋市昭和区山里町１５９－２ （調基３イ）第104号       平成30年 4月 1日
     052-834-7666  (052-834-7557) （後発調２）第374号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1390号          平成28年 5月 1日
     （在薬）第2840号          平成15年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  470070,193,3 はやと調剤薬局 〒466-0833 （調基１）第594号         平成28年 4月 1日
     や昭和193 名古屋市昭和区隼人町６－８ぴあ （在薬）第2875号          平成15年10月 1日
     はやと１階
     052-835-3388  (052-835-3323)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  471070,198,2 スズキ調剤薬局 〒466-0851 （調基１）第596号         平成28年 4月 1日
     や昭和198 名古屋市昭和区元宮町５－７－７ （地支体）第558号         平成30年 4月 1日
     052-759-0252  (052-759-0253) （か薬）第506号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2929号          平成15年12月30日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  472070,201,4 スギヤマ薬局塩付通店〒466-0022 （調基１）第1771号        平成28年 4月 1日
     や昭和201 名古屋市昭和区塩付通６－７８ （在薬）第3168号          平成16年12月21日
     052-858-5651  (052-858-5665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  473070,204,8 みゆきファーマシー御〒466-0015 （調基１）第597号         平成28年 4月 1日
     や昭和204 器所店 名古屋市昭和区御器所通２－１７ （地支体）第477号         平成30年 4月 1日
     －１岩田ビル１階 （後発調２）第375号       平成30年 4月 1日
     052-745-0046  (052-745-0047) （在調）第1121号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第507号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3383号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  474070,205,5 いりなか調剤薬局 〒466-0833 （調基１）第1772号        平成28年 4月 1日
     や昭和205 名古屋市昭和区隼人町１２－１５ （地支体）第559号         平成30年 4月 1日
     052-835-1205  (052-835-1206) （後発調１）第287号       平成30年 4月 1日
     （在調）第240号           平成24年 7月 1日
     （か薬）第228号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3719号          平成20年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  475070,206,3 日本調剤南山薬局 〒466-0827 （調基１）第1773号        平成28年 4月 1日
     や昭和206 名古屋市昭和区川名山町１５５守 （調基３ロ）第161号       平成30年 4月 1日
     田ビル１階 （後発調２）第537号       平成30年 4月 1日
     052-861-7620  (052-861-7621) （在調）第91号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第1356号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3613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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   56

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  476070,207,1 ヤマモト調剤薬局前山〒466-0821 （調基１）第598号         平成28年 4月 1日
     や昭和207 店 名古屋市昭和区前山町１－１９つ （後発調１）第58号        平成30年 4月 1日
     ばめ前山町ビル （後発調２）第672号       平成30年 5月 1日
     052-759-5680  (052-759-5681) （在薬）第3614号          平成19年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  477070,208,9 スギヤマ薬局杁中店 〒466-0826 （調基１）第1774号        平成28年 4月 1日
     や昭和208 名古屋市昭和区滝川町３１－８小 （在薬）第3628号          平成19年 7月 1日
     出ビル１階
     052-837-5401  (052-861-2300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  478070,209,7 あんず薬局昭和 〒466-0826 （調基１）第599号         平成28年 4月 1日
     や昭和209 名古屋市昭和区滝川町３２ナビオ （在薬）第3629号          平成19年 7月 1日
     杁中１Ｆ号室
     052-861-0202  (052-861-0252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  479070,213,9 中日調剤薬局八事日赤〒466-0815 （調基１）第1775号        平成28年 4月 1日
     や昭和213 前店 名古屋市昭和区山手通３－９－２ （地支体）第131号         平成30年 4月 1日
     エイジトピア山手ビル１階 （在調）第821号           平成28年 8月 1日
     052-861-1561  (052-961-3488) （か薬）第508号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3809号          平成20年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  480070,214,7 八事調剤センター薬局〒466-0826 （調基１）第1776号        平成28年 4月 1日
     や昭和214 名古屋市昭和区滝川町４７－１ウ （地支体）第560号         平成30年 4月 1日
     ッディプラザ八事１階 （在調）第969号           平成29年 5月 1日
     052-861-0083  (052-861-0084) （か薬）第229号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3810号          平成20年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  481070,215,4 イオン薬局八事店 〒466-0834 （調基３ロ）第150号       平成30年 4月 1日
     や昭和215 名古屋市昭和区広路町石坂２－１ （か薬）第2275号          平成29年12月 1日
     イオン八事店１階 （在薬）第5381号          平成27年 1月 1日
     052-836-7088  (052-861-7071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  482070,216,2 スギ薬局　御器所店 〒466-0027 （調基１）第2364号        平成28年 4月 1日
     や昭和216 名古屋市昭和区阿由知通４－１５ （地支体）第390号         平成30年 4月 1日
     リーブル御器所１階 （後発調２）第445号       平成30年 4月 1日
     052-859-3270  (052-859-3271) （在調）第382号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第1440号          平成28年 5月 1日
     （在薬）第3888号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  483070,217,0 スギ薬局　桜山店 〒466-0044 （調基１）第2365号        平成28年 4月 1日
     や昭和217 名古屋市昭和区桜山町６－１０４ （後発調１）第588号       平成30年 4月 1日
     －２５ （在調）第1037号          平成29年 9月 1日
     052-859-1521  (052-841-2275) （か薬）第2177号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第3889号          平成20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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   57

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  484070,218,8 スギ薬局　御器所西店〒466-0037 （調基１）第2366号        平成28年 4月 1日
     や昭和218 名古屋市昭和区恵方町１－３１ （後発調１）第589号       平成30年 4月 1日
     052-858-3166  (052-889-7337) （か薬）第2143号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第4351号          平成22年 2月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  485070,219,6 ヒロジ調剤薬局 〒466-0854 （調基１）第600号         平成28年 4月 1日
     や昭和219 名古屋市昭和区広路通７－１４－ （か薬）第3号             平成28年 4月 1日
     １ベルメゾン川名１階
     052-833-6320  (052-833-6320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  486070,221,2 ケミストムトウ薬局　〒466-0814 （調基１）第601号         平成28年 4月 1日
     や昭和221 八事店 名古屋市昭和区妙見町３１－３大 （在薬）第4132号          平成21年 2月 1日
     仁マンション２　１階
     052-861-0515  (052-861-0610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  487070,223,8 岡松薬局　御器所店 〒466-0027 （調基１）第602号         平成28年 4月 1日
     や昭和223 名古屋市昭和区阿由知通２－２０ （在薬）第4312号          平成21年11月 1日
     052-733-1052  (052-733-1059)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  488070,224,6 コスモス調剤薬局石川〒466-0844 （調基３イ）第6号         平成30年 4月 1日
     や昭和224 橋店 名古屋市昭和区荒田町５－１２ （か薬）第1908号          平成29年 5月 1日
     052-858-3301  (052-858-3302) （在薬）第4504号          平成22年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  489070,225,3 山川調剤薬局 〒466-0014 （調基１）第603号         平成28年 4月 1日
     や昭和225 名古屋市昭和区東畑町２－３５エ （か薬）第4号             平成28年 4月 1日
     スペランサ１階 （在薬）第4669号          平成23年12月 1日
     052-753-5538  (052-753-5539)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  490070,227,9 スギヤマ調剤薬局御器〒466-0027 （調基１）第1777号        平成28年 4月 1日
     や昭和227 所店 名古屋市昭和区阿由知通４－７グ （後発調１）第431号       平成30年 4月 1日
     ローバル御器所１階 （在調）第641号           平成28年 2月 1日
     052-842-2112  (052-842-2757) （在薬）第4811号          平成24年 8月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  491070,228,7 小林薬局　鶴羽町支店〒466-0011 （調基１）第1778号        平成28年 4月 1日
     や昭和228 名古屋市昭和区鶴羽町３－２０－ （後発調１）第288号       平成30年 4月 1日
     ２ （在調）第692号           平成28年 4月 1日
     052-364-9061  (052-364-9062) （か薬）第1177号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5017号          平成25年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  492070,229,5 福ふく調剤薬局　石川〒466-0843 （調基１）第335号         平成28年 4月 1日
     や昭和229 橋店 名古屋市昭和区菊園町３－２０ （地支体）第851号         平成30年 5月 1日
     052-858-2575  (052-858-2576) （か薬）第2268号          平成29年12月 1日
     （在薬）第5030号          平成25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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   58

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  493070,230,3 かわはら調剤薬局 〒466-0807 （調基１）第197号         平成28年 4月 1日
     や昭和230 名古屋市昭和区山花町４９－３メ （地支体）第132号         平成30年 4月 1日
     ルベーユ１階 （後発調１）第180号       平成30年 4月 1日
     052-759-0707  (052-759-0703) （後発調２）第673号       平成30年 5月 1日
     （在調）第648号           平成28年 2月 1日
     （か薬）第84号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第5031号          平成25年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  494070,232,9 しょうなんＮＥＷＳ調〒466-0858 （調基１）第604号         平成28年 4月 1日
     や昭和232 剤薬局　安田通店 名古屋市昭和区折戸町５－５３－ （後発調１）第289号       平成30年 4月 1日
     ７　１階 （在調）第855号           平成28年10月 1日
     052-753-3444  (052-753-3441) （在薬）第5215号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  495070,233,7 ナツメ薬局　桜山店 〒466-0044 （調基１）第1779号        平成28年 4月 1日
     や昭和233 名古屋市昭和区桜山町４－７１夏 （地支体）第133号         平成30年 4月 1日
     目ビル１階 （後発調３）第139号       平成30年 4月 1日
     052-859-3300  (052-859-3301) （在調）第1062号          平成29年11月 1日
     （か薬）第1756号          平成28年12月 1日
     （在薬）第5185号          平成26年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  496070,234,5 ナツメ薬局　陶生店 〒466-0026 （調基３ロ）第42号        平成30年 4月 1日
     や昭和234 名古屋市昭和区陶生町１－７－６ （在調）第667号           平成28年 4月 1日
     052-842-8193  (052-842-8139) （か薬）第509号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5186号          平成26年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  497070,237,8 野村薬局 〒466-0051 （調基１）第605号         平成28年 4月 1日
     や昭和237 名古屋市昭和区御器所２－３－１ （在薬）第5305号          平成26年10月 1日
     052-881-9077  (052-881-9077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  498070,238,6 日本調剤名市大前薬局〒466-0026 （調基３ロ）第229号       平成30年 4月 1日
     や昭和238 名古屋市昭和区陶生町１－８－２ （後発調２）第538号       平成30年 4月 1日
     052-858-3205  (052-858-3207) （在調）第560号           平成27年 8月 1日
     （か薬）第1791号          平成29年 1月 1日
     （在薬）第5340号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  499070,239,4 くるみ調剤薬局　かわ〒466-0821 （調基１）第606号         平成28年 4月 1日
     や昭和239 な店 名古屋市昭和区前山町１－２　１ （後発調２）第7号         平成30年 4月 1日
     階 （在薬）第5341号          平成26年11月 1日
     052-734-2575  (052-734-2576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  500070,240,2 服部薬局　塩付店 〒466-0854 （調基１）第607号         平成28年 4月 1日
     や昭和240 名古屋市昭和区広路通１－１７－ （地支体）第601号         平成30年 4月 1日
     ２ライオンズマンション広路通１ （後発調１）第505号       平成30年 4月 1日
     階 （在調）第518号           平成27年 3月 1日
     052-759-3603  (052-759-3604) （か薬）第31号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第5415号          平成27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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   59

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  501070,241,0 アイランド薬局　川名〒466-0842 （調基３イ）第206号       平成30年 4月 1日
     や昭和241 店 名古屋市昭和区檀溪通１－１４－ （後発調１）第455号       平成30年 4月 1日
     ２ＩＣビル１階 （か薬）第2242号          平成29年11月 1日
     052-861-1189  (052-837-7103) （在薬）第5416号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  502070,243,6 薬局サングリーン 〒466-0856 （調基１）第2612号        平成28年 4月 1日
     や昭和243 名古屋市昭和区川名町４－１１ （調基３イ）第207号       平成30年 4月 1日
     052-759-1711  (052-759-1788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  503070,244,4 北川薬局 〒466-0053 （調基１）第2619号        平成28年 5月 1日
     や昭和244 名古屋市昭和区滝子町２７－１６
     052-881-4584  (052-881-4584)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  504070,245,1 たんぽぽ薬局　八事日〒466-0815 （調基３イ）第105号       平成30年 4月 1日
     や昭和245 赤前店 名古屋市昭和区山手通３－１６－ （後発調１）第290号       平成30年 4月 1日
     １０ （か薬）第1909号          平成29年 5月 1日
     052-831-2181  (052-831-2182) （在薬）第5647号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  505070,246,9 グリーン薬局八事日赤〒466-0814 （調基１）第2632号        平成28年 6月 1日
     や昭和246 前店 名古屋市昭和区妙見町４６－３ （調基３イ）第106号       平成30年 4月 1日
     052-832-5751  (052-832-5752) （後発調１）第291号       平成30年 4月 1日
     （在調）第931号           平成29年 2月 1日
     （か薬）第2056号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第5657号          平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  506070,247,7 日本調剤八事日赤駅薬〒466-0815 （調基３ロ）第162号       平成30年 4月 1日
     や昭和247 局 名古屋市昭和区山手通３－１７先 （後発調３）第270号       平成30年 4月 1日
     052-861-1227  (052-861-1228) （在調）第991号           平成29年 6月 1日
     （か薬）第1792号          平成29年 1月 1日
     （在薬）第5658号          平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  507070,250,1 日本調剤山手通薬局 〒466-0815 （調基３ロ）第163号       平成30年 4月 1日
     や昭和250 名古屋市昭和区山手通３－８－１ （後発調１）第506号       平成30年 4月 1日
     　１階 （在調）第1063号          平成29年11月 1日
     052-680-9935  (052-680-9936) （か薬）第2132号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第5672号          平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  508070,251,9 ノーブル薬局 〒466-0051 （調基１）第2773号        平成28年11月 1日
     や昭和251 名古屋市昭和区御器所３－１４－
     １０
     052-881-6576  (052-881-6576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  509070,252,7 ビー・アンド・ディー〒466-0055 （調基１）第2792号        平成29年 2月 1日
     や昭和252 調剤薬局滝子店 名古屋市昭和区滝子通３－１０－ （後発調１）第181号       平成30年 4月 1日
     １１階
     052-825-3714  (052-825-3719)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   60

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  510070,253,5 漢方明昭堂薬局 〒466-0064 （調基１）第2793号        平成29年 2月 1日
     や昭和253 名古屋市昭和区鶴舞３－１２－１ （後発調２）第539号       平成30年 4月 1日
     ３マンション鶴舞１階 （在薬）第5837号          平成29年 2月 1日
     052-741-4193  (052-741-4199)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  511070,254,3 しょうなん調剤薬局　〒466-0851 （調基１）第2923号        平成29年 4月 1日
     や昭和254 元宮店 名古屋市昭和区元宮町５－１４－ （在調）第1047号          平成29年10月 1日
     ３ （か薬）第1898号          平成29年 4月 1日
     052-761-0160  (052-761-0262) （在薬）第5901号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  512070,255,0 ココカラファイン薬局〒466-0815 （調基１）第2980号        平成29年 9月 1日
     や昭和255 　八事日赤前店 名古屋市昭和区山手通３－１６－ （調基３ロ）第240号       平成30年 4月 1日
     ９ （後発調３）第271号       平成30年 4月 1日
     052-861-2156  (052-861-2157) （薬菌）第268号           平成29年 9月 1日
     （か薬）第2338号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第5955号          平成29年 8月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  513070,256,8 スギ薬局　北山本町店〒466-0063 （調基１）第3061号        平成30年 1月 1日
     や昭和256 名古屋市昭和区山脇町３－１２ （後発調３）第441号       平成30年 4月 1日
     052-715-7651  (052-715-7652) （在薬）第6032号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  514070,257,6 山手調剤薬局 〒466-0825 （調基１）第3191号        平成30年 5月 1日
     や昭和257 名古屋市昭和区八事本町１０３－ （後発調２）第726号       平成30年 5月 1日
     １ （在薬）第6156号          平成30年 5月 1日
     052-837-2337  (052-837-2337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  515080,001,6 株式会社ハナイ薬局 〒467-0851 （調基１）第198号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂1 名古屋市瑞穂区塩入町５－７ （在薬）第118号           平成 6年11月 1日
     052-821-8055  (052-821-8056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  516080,067,7 株式会社サクラ井薬局〒467-0805 （調基１）第3021号        平成29年10月10日
     や瑞穂67 名古屋市瑞穂区桜見町２－１１ラ （か薬）第2227号          平成29年10月10日
     フォート桜井１階 （在薬）第5998号          平成29年10月10日
     052-841-0398  (052-852-9253)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  517080,073,5 株式会社弥富薬局 〒467-0064 （調基１）第336号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂73 名古屋市瑞穂区彌富通５－５３ （後発調１）第456号       平成30年 4月 1日
     052-831-2529  (052-839-1537) （在薬）第5594号          平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  518080,074,3 前田薬局 〒467-0842 （調基１）第1782号        平成28年 4月 1日
     や瑞穂74 名古屋市瑞穂区妙音通３－２９ （地支体）第759号         平成30年 4月 1日
     052-853-6633  (052-851-3252) （在調）第1135号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第2396号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第144号           平成 6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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   61

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  519080,078,4 藤浦薬局 〒467-0836 （調基１）第610号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂78 名古屋市瑞穂区佃町１－３６ （在薬）第146号           平成 6年11月 1日
     052-871-0010  (052-872-1700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  520080,093,3 大栄堂薬局 〒467-0064 （調基１）第611号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂93 名古屋市瑞穂区彌富通１－２７ （後発調２）第193号       平成30年 4月 1日
     052-831-1760  (052-833-7212) （か薬）第85号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第154号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  521080,095,8 株式会社ティーアンド〒467-0805 （調基１）第2580号        平成28年 4月 1日
     や瑞穂95 シー市民薬局 名古屋市瑞穂区桜見町１－１－１ （か薬）第1179号          平成28年 4月 1日
     ７ （在薬）第156号           平成 6年11月 1日
     052-842-3607  (052-852-7230)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  522080,102,2 小栗薬局 〒467-0064 （調基１）第2606号        平成28年 4月 1日
     や瑞穂102 名古屋市瑞穂区彌富通３－２２ （在調）第52号            平成24年 4月 1日
     052-831-4000  (052-831-6048) （在薬）第134号           平成 8年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  523080,107,1 マルミ薬局雁道店 〒467-0877 （調基１）第613号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂107 名古屋市瑞穂区雁道町２ー１ （か薬）第230号           平成28年 4月 1日
     052-871-6383  (052-871-6383) （在薬）第2423号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  524080,108,9 みずほ調剤センター薬〒467-0806 （調基１）第1783号        平成28年 4月 1日
     や瑞穂108 局 名古屋市瑞穂区瑞穂通３－５ （地支体）第561号         平成30年 4月 1日
     052-859-0700  (052-859-0701) （後発調１）第507号       平成30年 4月 1日
     （在調）第92号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第510号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3286号          平成17年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  525080,109,7 至誠堂薬局 〒467-0879 （調基１）第614号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂109 名古屋市瑞穂区平郷町２－７ （地支体）第134号         平成30年 4月 1日
     052-881-3841  (052-881-3842) （後発調１）第182号       平成30年 4月 1日
     （在調）第235号           平成24年 6月 1日
     （か薬）第1011号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2042号          平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  526080,121,2 わかな調剤薬局 〒467-0066 （調基１）第615号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂121 名古屋市瑞穂区洲山町１－５５－ （後発調１）第183号       平成30年 4月 1日
     ２スギノビル１階東 （在薬）第2648号          平成14年 9月 1日
     052-858-2567  (052-858-2567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  527080,122,0 アイランド薬局　みか〒467-0041 （調基１）第616号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂122 ん山店 名古屋市瑞穂区密柑山町２－４８ （地支体）第562号         平成30年 4月 1日
     －１ （か薬）第1793号          平成29年 1月 1日
     052-839-3656  (052-839-3650) （在薬）第2787号          平成15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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   62

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  528080,133,7 あらたまばし薬局 〒467-0842 （調基３イ）第37号        平成30年 4月 1日
     や瑞穂133 名古屋市瑞穂区妙音通４－５２ラ （在薬）第3314号          平成17年10月 1日
     イオンズマンション新瑞橋第二１
     ０３
     052-859-2506  (052-859-2508)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  529080,134,5 鈴木薬局本店 〒467-0806 （調基１）第1785号        平成28年 4月 1日
     や瑞穂134 名古屋市瑞穂区瑞穂通４－２２ （か薬）第231号           平成28年 4月 1日
     052-841-5370  (052-851-9108) （在薬）第3417号          平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  530080,137,8 コスモス調剤薬局新瑞〒467-0842 （調基１）第618号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂137 橋店 名古屋市瑞穂区妙音通４－３６－ （地支体）第1号           平成30年 4月 1日
     １ （後発調１）第11号        平成30年 4月 1日
     052-859-1001  (052-859-1011) （薬菌）第274号           平成29年11月 1日
     （在調）第1123号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第1180号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4467号          平成22年 8月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  531080,138,6 ドリーム薬局八事店 〒467-0031 （調基１）第619号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂138 名古屋市瑞穂区彌富町緑ケ岡４－ （地支体）第135号         平成30年 4月 1日
     １６ （在調）第24号            平成24年 4月 1日
     052-836-8988  (052-836-8989) （か薬）第2124号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第3730号          平成20年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  532080,139,4 キョーワ薬局　桜山店〒467-0002 （調基１）第620号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂139 名古屋市瑞穂区川澄町１－２サン （地支体）第563号         平成30年 4月 1日
     ステイツ２　１階 （在調）第93号            平成24年 4月 1日
     052-841-8916  (052-841-8967) （か薬）第232号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3797号          平成20年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  533080,141,0 スギ薬局　弥富通店 〒467-0064 （調基１）第2367号        平成28年 4月 1日
     や瑞穂141 名古屋市瑞穂区彌富通３－２９ （在調）第381号           平成26年 4月 1日
     052-861-5325  (052-861-5326) （在薬）第3891号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  534080,142,8 スギ薬局　瑞穂通店 〒467-0806 （調基１）第2368号        平成28年 4月 1日
     や瑞穂142 名古屋市瑞穂区瑞穂通４－１５ （地支体）第800号         平成30年 4月 1日
     052-859-3291  (052-842-6580) （か薬）第2397号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第3892号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  535080,143,6 東海薬局 〒467-0831 （調基１）第621号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂143 名古屋市瑞穂区惣作町１－１７ （地支体）第248号         平成30年 4月 1日
     052-881-4475  (052-881-4475) （在調）第133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4114号          平成20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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   63

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  536080,147,7 姫宮調剤薬局 〒467-0806 （調基３イ）第38号        平成30年 4月 1日
     や瑞穂147 名古屋市瑞穂区瑞穂通８－１２－ （後発調１）第12号        平成30年 4月 1日
     ２セイワＳＴビル２階東 （か薬）第233号           平成28年 4月 1日
     052-853-2413  (052-853-2414) （在薬）第5496号          平成27年 7月23日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  537080,148,5 みかん山調剤薬局 〒467-0041 （調基１）第622号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂148 名古屋市瑞穂区密柑山町２－９－ （地支体）第44号          平成30年 4月 1日
     ３ （か薬）第234号           平成28年 4月 1日
     052-835-9270  (052-835-9271) （在薬）第4278号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  538080,149,3 コスモス調剤薬局　堀〒467-0827 （調基１）第623号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂149 田店 名古屋市瑞穂区下坂町１－２３－ （調基３イ）第7号         平成30年 4月 1日
     １０１階 （か薬）第1181号          平成28年 4月 1日
     052-889-7101  (052-889-7102) （在薬）第4372号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  539080,150,1 ひなた調剤薬局 〒467-0047 （調基１）第70号          平成28年 4月 1日
     や瑞穂150 名古屋市瑞穂区日向町１－１３－ （地支体）第249号         平成30年 4月 1日
     １ （か薬）第235号           平成28年 4月 1日
     052-861-2220  (052-861-2221) （在薬）第4450号          平成22年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  540080,151,9 サンハート薬局大喜店〒467-0815 （調基１）第624号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂151 名古屋市瑞穂区前田町１－５５－ （地支体）第136号         平成30年 4月 1日
     １ （後発調１）第184号       平成30年 4月 1日
     052-858-3810  (052-858-3820) （在調）第236号           平成24年 6月 1日
     （か薬）第1182号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4574号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  541080,154,3 サンハート薬局　八勝〒467-0042 （調基１）第625号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂154 店 名古屋市瑞穂区八勝通２－２７－ （地支体）第137号         平成30年 4月 1日
     １１階 （後発調２）第194号       平成30年 4月 1日
     052-838-7105  (052-838-7103) （か薬）第1012号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4645号          平成23年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  542080,156,8 アイランド薬局　堀田〒467-0853 （調基１）第1786号        平成28年 4月 1日
     や瑞穂156 店 名古屋市瑞穂区内浜町２１－９ （調基３イ）第208号       平成30年 4月 1日
     052-819-3789  (052-823-3589) （後発調２）第540号       平成30年 4月 1日
     （在薬）第4747号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  543080,158,4 株式会社鈴屋薬局 〒467-0041 （調基１）第627号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂158 名古屋市瑞穂区密柑山町１－２３ （か薬）第136号           平成28年 4月 1日
     　１階 （在薬）第4770号          平成24年 5月 1日
     052-831-8456  (052-831-8456)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  544080,159,2 フォレスト調剤薬局瑞〒467-0806 （調基１）第338号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂159 穂通店 名古屋市瑞穂区瑞穂通４－１２－ （後発調１）第519号       平成30年 4月 1日
     １　１階 （在調）第492号           平成26年11月 1日
     052-893-6666  (052-893-6669) （在薬）第4866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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   64

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  545080,160,0 鈴木薬局　支店 〒467-0806 （調基１）第1787号        平成28年 4月 1日
     や瑞穂160 名古屋市瑞穂区瑞穂通５－３７グ （在薬）第4879号          平成24年12月 1日
     リーンコーポ瑞穂１階
     052-842-8391  (052-842-8392)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  546080,161,8 しょうなん調剤薬局　〒467-0842 （調基１）第628号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂161 妙音通店 名古屋市瑞穂区妙音通２－４４１ （後発調１）第101号       平成30年 4月 1日
     階 （在薬）第4951号          平成25年 4月 1日
     052-883-8000  (052-883-8088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  547080,162,6 フォレスト調剤薬局弥〒467-0064 （調基１）第339号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂162 富通店 名古屋市瑞穂区弥富通４－６１落 （後発調１）第508号       平成30年 4月 1日
     合ビル１階東側 （後発調２）第727号       平成30年 6月 1日
     052-680-9680  (052-680-9690) （在調）第806号           平成28年 7月 1日
     （か薬）第1910号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第5019号          平成25年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  548080,163,4 かまつか調剤薬局 〒467-0051 （調基１）第629号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂163 名古屋市瑞穂区釜塚町１－４５ （後発調２）第195号       平成30年 4月 1日
     052-893-8550  (052-893-8030) （在薬）第5133号          平成26年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  549080,164,2 ナツメ薬局　堀田店 〒467-0841 （調基３ロ）第43号        平成30年 4月 1日
     や瑞穂164 名古屋市瑞穂区苗代町２１－１５ （後発調１）第185号       平成30年 4月 1日
     052-819-6551  (052-819-6552) （在調）第952号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第1391号          平成28年 5月 1日
     （在薬）第5187号          平成26年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  550080,165,9 株式会社ひまわり薬局〒467-0056 （調基１）第630号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂165 名古屋市瑞穂区白砂町１－３８ （地支体）第760号         平成30年 4月 1日
     052-861-1311  (052-861-1312) （後発調１）第457号       平成30年 4月 1日
     （後発調２）第728号       平成30年 6月 1日
     （か薬）第1960号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第5247号          平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  551080,166,7 フォレスト調剤薬局総〒467-0042 （調基１）第631号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂166 合リハビリセンター前名古屋市瑞穂区八勝通１－５－２ （地支体）第564号         平成30年 4月 1日
     店 052-918-2877  (052-918-2878) （か薬）第2228号          平成29年11月 1日
     （在薬）第5291号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  552080,167,5 あお調剤薬局 〒467-0064 （調基１）第1788号        平成28年 4月 1日
     や瑞穂167 名古屋市瑞穂区弥富通２－１４－ （地支体）第565号         平成30年 4月 1日
     １瑞穂公園アイリス１階 （か薬）第1757号          平成28年12月 1日
     052-861-1003  (052-861-1004) （在薬）第5306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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   65

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  553080,168,3 コスモス調剤薬局　牛〒467-0821 （調基１）第632号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂168 巻店 名古屋市瑞穂区上坂町１－２７－ （か薬）第1758号          平成28年12月 1日
     ２ （在薬）第5307号          平成26年10月 1日
     052-884-7872  (052-884-7873)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  554080,169,1 陽明調剤薬局 〒467-0025 （調基１）第633号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂169 名古屋市瑞穂区松栄町２－９９梅 （か薬）第1888号          平成29年 4月 1日
     雲マンション店舗１０２ （在薬）第6139号          平成30年 4月19日
     052-833-6200  (052-833-6200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  555080,170,9 スギ薬局　汐路店 〒467-0003 （調基１）第2369号        平成28年 4月 1日
     や瑞穂170 名古屋市瑞穂区汐路町４－１－１ （後発調１）第590号       平成30年 4月 1日
     052-680-9801  (052-680-9802) （在調）第650号           平成28年 3月 1日
     （在薬）第5377号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  556080,171,7 ゆず薬局 〒467-0825 （調基１）第634号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂171 名古屋市瑞穂区柳ケ枝町１－２３ （後発調３）第140号       平成30年 4月 1日
     －１　１階 （在薬）第5417号          平成27年 4月 1日
     052-881-3355  (052-881-3377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  557080,172,5 ビー・アンド・ディー〒467-0042 （調基１）第1789号        平成28年 4月 1日
     や瑞穂172 調剤薬局八勝通店 名古屋市瑞穂区八勝通２－１３ （在薬）第5448号          平成27年 6月 1日
     052-838-5013  (052-838-5014)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  558080,173,3 ももたろう薬局 〒467-0805 （調基１）第1790号        平成28年 4月 1日
     や瑞穂173 名古屋市瑞穂区桜見町２－１２－ （地支体）第801号         平成30年 4月 1日
     １６ （か薬）第1013号          平成28年 4月 1日
     052-838-9486  (052-838-9487) （在薬）第5475号          平成27年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  559080,174,1 スギ薬局　新瑞橋店 〒467-0066 （調基１）第2370号        平成28年 4月 1日
     や瑞穂174 名古屋市瑞穂区洲山町２－３３－ （在薬）第5497号          平成27年 9月 1日
     １新瑞ターミナルビル１階
     052-859-2511  (052-841-1865)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  560080,176,6 アイワ薬局　みつるぎ〒467-0875 （調基１）第635号         平成28年 4月 1日
     や瑞穂176 店 名古屋市瑞穂区御劔町２－１１－ （後発調２）第196号       平成30年 4月 1日
     ３１階 （か薬）第2378号          平成30年 4月 1日
     052-889-6006  (052-889-6010) （在薬）第5515号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  561080,177,4 まつぞの薬局 〒467-0064 （調基１）第1791号        平成28年 4月 1日
     や瑞穂177 名古屋市瑞穂区弥富通２－５－３ （在調）第919号           平成29年 1月 1日
     勝野ビル１階 （在薬）第5580号          平成28年 1月 1日
     052-842-9714  (052-842-9715)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   66

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  562080,178,2 エムハート薬局　ひば〒467-0032 （調基３ロ）第44号        平成30年 4月 1日
     や瑞穂178 りがおか店 名古屋市瑞穂区弥富町紅葉園６－ （か薬）第1889号          平成29年 4月 1日
     １４ （在薬）第5619号          平成28年 4月 1日
     052-861-1320  (052-861-1321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  563080,180,8 桜山調剤薬局 〒467-0805 （調基１）第2924号        平成29年 4月 1日
     や瑞穂180 名古屋市瑞穂区桜見町１－１－２ （在薬）第5902号          平成29年 4月 1日
     １階
     052-853-0429  (052-853-0434)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  564080,181,6 藤掛薬局 〒467-0806 （調基１）第3083号        平成30年 1月 1日
     や瑞穂181 名古屋市瑞穂区瑞穂通２－１６－ （在薬）第6053号          平成30年 1月 1日
     １１階
     052-841-8852  (052-853-2360)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  565080,182,4 スイショー薬局新瑞橋〒467-0834 （調基１）第3102号        平成30年 1月 1日
     や瑞穂182 店 名古屋市瑞穂区姫宮町２－１３ （調基３ロ）第45号        平成30年 4月 1日
     052-859-0017  (052-859-0018) （か薬）第2324号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第6054号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  566080,183,2 調剤薬局　ａｍａｎｏ〒467-0805 （調基１）第3159号        平成30年 4月 1日
     や瑞穂183 　名市大病院前店 名古屋市瑞穂区桜見町１－１－１ （在薬）第6128号          平成30年 4月 5日
     ４地先
     052-853-5261  (052-853-5262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  567090,003,0 有限会社村上薬局 〒456-0034 （調基１）第636号         平成28年 4月 1日
     や熱田3 名古屋市熱田区伝馬２－１６－３ （後発調１）第13号        平成30年 4月 1日
     052-671-1248  (052-671-1058) （在薬）第158号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  568090,045,1 寿薬局 〒456-0063 （調基１）第1792号        平成28年 4月 1日
     や熱田45 名古屋市熱田区西野町３－７６ （在薬）第164号           平成 6年11月 1日
     052-671-6873  (052-671-6873)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  569090,069,1 有限会社エンゼル薬局〒456-0058 （調基１）第637号         平成28年 4月 1日
     や熱田69 名古屋市熱田区六番２－１－８ （地支体）第343号         平成30年 4月 1日
     052-652-3305  (052-652-4064) （後発調２）第323号       平成30年 4月 1日
     （在調）第668号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第1480号          平成28年 5月30日
     （在薬）第174号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  570090,072,5 ファーマシーファイン〒456-0004 （調基１）第638号         平成28年 4月 1日
     や熱田72 名古屋市熱田区桜田町４－１４　 （地支体）第138号         平成30年 4月 1日
     ハイツ桜田１階 （後発調１）第186号       平成30年 4月 1日
     052-871-5004  (052-871-5028) （か薬）第1911号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第175号           平成 6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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   67

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  571090,078,2 調剤薬局中川ドラッグ〒456-0002 （調基１）第1793号        平成28年 4月 1日
     や熱田78 名古屋市熱田区金山町１－１０－ （地支体）第478号         平成30年 4月 1日
     １７リビエール金山１階 （後発調１）第292号       平成30年 4月 1日
     052-671-8981  (052-671-8981) （在調）第95号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第1185号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第1520号          平成10年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  572090,084,0 白鳥調剤薬局 〒456-0062 （調基１）第639号         平成28年 4月 1日
     や熱田84 名古屋市熱田区大宝１－２－３ヴ （地支体）第479号         平成30年 4月 1日
     ェルクレート日比野Ｂ棟２０１ （か薬）第137号           平成28年 4月 1日
     052-678-3025  (052-681-2611) （在薬）第2264号          平成13年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  573090,085,7 あおば薬局　西高蔵店〒456-0016 （調基１）第3192号        平成30年 4月29日
     や熱田85 名古屋市熱田区五本松町１３－１ （後発調３）第572号       平成30年 4月29日
     ９ （か薬）第2445号          平成30年 4月29日
     052-678-7701  (052-678-7707) （在薬）第6157号          平成30年 4月29日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  574090,091,5 サンハート薬局日比野〒456-0068 （調基１）第640号         平成28年 4月 1日
     や熱田91 店 名古屋市熱田区神野町１－９７ （地支体）第139号         平成30年 4月 1日
     052-679-6566  (052-679-6595) （後発調１）第187号       平成30年 4月 1日
     （在調）第284号           平成25年 8月 1日
     （か薬）第1014号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2277号          平成13年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  575090,092,3 あおぞら調剤薬局 〒456-0032 （調基２）第119号         平成30年 4月 1日
     や熱田92 名古屋市熱田区三本松町１２－２ （在薬）第2312号          平成13年 8月 1日
     ３フォレスト・イン・サンショウ
     １階
     052-884-5800  (052-884-5801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  576090,093,1 有限会社アサヒ薬局六〒456-0063 （調基１）第642号         平成28年 4月 1日
     や熱田93 番町店 名古屋市熱田区西野町３－５４－ （在薬）第2331号          平成13年10月 1日
     ３
     052-678-8188  (052-678-8189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  577090,096,4 日本調剤金山薬局 〒456-0013 （調基３ロ）第164号       平成30年 4月 1日
     や熱田96 名古屋市熱田区外土居町５－１４ （在調）第450号           平成26年 7月 1日
     052-678-7585  (052-678-7586) （か薬）第1912号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第2405号          平成14年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  578090,098,0 めいてつ調剤薬局神宮〒456-0032 （調基１）第643号         平成28年 4月 1日
     や熱田98 駅店 名古屋市熱田区三本松町１８－１ （在薬）第2625号          平成14年 8月 1日
     名鉄神宮前駅東口ビル
     052-882-8676  (052-881-7111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   68

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  579090,101,2 あおば薬局内田橋店 〒456-0044 （調基１）第1795号        平成28年 4月 1日
     や熱田101 名古屋市熱田区内田町３０８ （後発調１）第293号       平成30年 4月 1日
     052-679-2560  (052-679-2561) （在薬）第2863号          平成15年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  580090,103,8 下山薬局 〒456-0058 （調基１）第1796号        平成28年 4月 1日
     や熱田103 名古屋市熱田区六番２－７－２２ （地支体）第480号         平成30年 4月 1日
     052-661-3930  (052-661-6445) （後発調１）第591号       平成30年 4月 1日
     （在調）第693号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第1016号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3005号          平成16年 5月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  581090,105,3 キョーワ薬局　金山店〒456-0002 （調基１）第644号         平成28年 4月 1日
     や熱田105 名古屋市熱田区金山町１－９－２ （地支体）第481号         平成30年 4月 1日
     052-679-6200  (052-679-6201) （在調）第242号           平成24年 7月 1日
     （在調）第448号           平成26年 7月 1日
     （か薬）第1302号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3261号          平成17年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  582090,107,9 ませ調剤薬局熱田店 〒456-0035 （調基１）第645号         平成28年 4月 1日
     や熱田107 名古屋市熱田区白鳥３－５－７ （地支体）第761号         平成30年 4月 1日
     052-679-6034  (052-679-6035) （在調）第694号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第1989号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第3287号          平成17年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  583090,108,7 なごみ薬局神宮前店 〒456-0032 （調基１）第646号         平成28年 4月 1日
     や熱田108 名古屋市熱田区三本松町１７－５ （在薬）第3638号          平成19年 8月 1日
     052-883-3337  (052-883-3338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  584090,109,5 たいほう薬局 〒456-0062 （調基１）第647号         平成28年 4月 1日
     や熱田109 名古屋市熱田区大宝１－１－１ （後発調１）第188号       平成30年 4月 1日
     052-671-0710  (052-671-0713) （か薬）第511号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3652号          平成19年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  585090,111,1 こうしま薬局東店 〒456-0058 （調基１）第648号         平成28年 4月 1日
     や熱田111 名古屋市熱田区六番２－１－２９ （地支体）第250号         平成30年 4月 1日
     052-659-3880  (052-659-3881) （後発調３）第412号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1136号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第1481号          平成28年 5月30日
     （在薬）第3753号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  586090,112,9 イオン薬局熱田店 〒456-0023 （調基３ロ）第6号         平成30年 4月 1日
     や熱田112 名古屋市熱田区六野１－２－１１ （か薬）第2353号          平成30年 3月 1日
     イオン熱田店１階 （在薬）第4749号          平成24年 4月 1日
     052-687-5142  (052-883-6749)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   69

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  587090,113,7 スギ薬局　日比野店 〒456-0067 （調基１）第2372号        平成28年 4月 1日
     や熱田113 名古屋市熱田区中出町１－３０ （地支体）第391号         平成30年 4月 1日
     052-678-3200  (052-678-3203) （在調）第651号           平成28年 3月 1日
     （か薬）第945号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4261号          平成21年 8月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  588090,114,5 スギ薬局　南一番店 〒456-0055 （調基１）第2373号        平成28年 4月 1日
     や熱田114 名古屋市熱田区南一番町８－１８ （地支体）第392号         平成30年 4月 1日
     052-655-8033  (052-655-8032) （後発調１）第592号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1441号          平成28年 5月25日
     （在薬）第3894号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  589090,115,2 キョーワ薬局　熱田店〒456-0013 （調基１）第2890号        平成29年 4月 1日
     や熱田115 名古屋市熱田区外土居町５－１４ （調基３イ）第209号       平成30年 4月 1日
     052-678-8588  (052-678-8577) （か薬）第2170号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第4056号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  590090,116,0 えうれか調剤薬局 〒456-0053 （調基１）第168号         平成28年 4月 1日
     や熱田116 名古屋市熱田区一番２－９－１９ （在薬）第4373号          平成22年 4月 1日
     ルナシャトー白鳥１階
     052-665-3220  (052-665-3223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  591090,117,8 ハロー薬局　熱田店 〒456-0032 （調基１）第1797号        平成28年 4月 1日
     や熱田117 名古屋市熱田区三本松町２３神宮 （調基３ロ）第46号        平成30年 4月 1日
     東パークハイツ９号棟２０４号室 （後発調１）第189号       平成30年 4月 1日
     052-884-8601  (052-884-8601) （在調）第669号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第513号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4468号          平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  592090,118,6 マイタウン薬局　熱田〒456-0033 （調基１）第649号         平成28年 4月 1日
     や熱田118 店 名古屋市熱田区花表町２１－１０ （地支体）第482号         平成30年 4月 1日
     052-693-6961  (052-693-6962) （後発調３）第340号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1794号          平成29年 1月 1日
     （在薬）第4509号          平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  593090,119,4 中日調剤薬局　熱田六〒456-0059 （調基１）第1798号        平成28年 4月 1日
     や熱田119 番店 名古屋市熱田区八番２－２－１７ （地支体）第140号         平成30年 4月 1日
     エムエス六番町１階 （在調）第1198号          平成30年 6月 1日
     052-665-6566  (052-665-6567) （か薬）第514号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4683号          平成23年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  594090,120,2 コスモス調剤薬局　し〒456-0035 （調基３イ）第8号         平成30年 4月 1日
     や熱田120 ろとり店 名古屋市熱田区白鳥２－１１－５ （後発調３）第8号         平成30年 4月 1日
     052-682-5171  (052-682-5172) （か薬）第1187号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4791号          平成24年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   70

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  595090,122,8 あおば薬局　一番町店〒456-0053 （調基２）第86号          平成30年 4月 1日
     や熱田122 名古屋市熱田区一番３－９－８　 （後発調２）第376号       平成30年 4月 1日
     １階 （在薬）第4867号          平成24年11月 1日
     052-228-0111  (052-228-0112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  596090,123,6 サンハート薬局　金山〒456-0011 （調基１）第650号         平成28年 4月 1日
     や熱田123 店 名古屋市熱田区花町２－５　ＳＯ （地支体）第141号         平成30年 4月 1日
     ＬＡＯ金山　１階 （後発調３）第217号       平成30年 4月 1日
     052-683-6117  (052-881-3842) （か薬）第1017号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4880号          平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  597090,125,1 はぁと調剤薬局 〒456-0012 （調基１）第1799号        平成28年 4月 1日
     や熱田125 名古屋市熱田区沢上２－１１６－ （在薬）第5134号          平成26年 1月 1日
     １
     052-684-7171  (052-684-7170)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  598090,126,9 オハナ薬局 〒456-0074 （調基１）第651号         平成28年 4月 1日
     や熱田126 名古屋市熱田区比々野町７０－６ （か薬）第32号            平成28年 4月 1日
     052-680-1022  (052-680-1023) （在薬）第5150号          平成26年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  599090,127,7 あつた調剤薬局　日比〒456-0066 （調基１）第652号         平成28年 4月 1日
     や熱田127 野店 名古屋市熱田区野立町１－４６　 （在薬）第5445号          平成27年 5月 1日
     １階
     052-684-4457  (052-684-4458)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  600090,128,5 レインボー薬局　東海〒456-0057 （調基２）第87号          平成30年 4月 1日
     や熱田128 通店 名古屋市熱田区五番町３－１０ （後発調３）第272号       平成30年 4月 1日
     052-665-3350  (052-665-3380) （在調）第561号           平成27年 7月 1日
     （か薬）第238号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5476号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  601090,129,3 かなで薬局　熱田店 〒456-0057 （調基１）第1800号        平成28年 4月 1日
     や熱田129 名古屋市熱田区五番町７－１５ （調基２）第88号          平成30年 4月 1日
     052-659-1228  (052-659-2234) （後発調２）第541号       平成30年 4月 1日
     （在調）第562号           平成27年 7月 1日
     （か薬）第239号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5477号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  602090,130,1 コスモス調剤薬局　神〒456-0032 （調基３イ）第9号         平成30年 4月 1日
     や熱田130 宮東店 名古屋市熱田区三本松町１４－５ （後発調１）第683号       平成30年 5月 1日
     052-889-6980  (052-889-6981) （か薬）第2299号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第5581号          平成28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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   71

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  603090,131,9 みどり調剤薬局　熱田〒456-0053 （調基１）第654号         平成28年 4月 1日
     や熱田131 一番店 名古屋市熱田区一番３－３－７－ （地支体）第26号          平成30年 4月 1日
     ２ （後発調３）第9号         平成30年 4月 1日
     052-212-8334  (052-212-8342) （か薬）第2151号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第5620号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  604090,132,7 ウエルシア薬局熱田大〒456-0062 （調基１）第3050号        平成29年12月 1日
     や熱田132 宝店 名古屋市熱田区大宝２－４２６－ （後発調１）第294号       平成30年 4月 1日
     １１階 （在薬）第6021号          平成29年12月 1日
     052-678-3389  (052-678-3383)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  605090,133,5 金山すみれ薬局 〒456-0013 （調基１）第3069号        平成30年 1月 1日
     や熱田133 名古屋市熱田区外土居町５－１２ （後発調１）第458号       平成30年 4月 1日
     052-684-9947  (052-684-9948) （在薬）第6041号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  606100,004,6 有限会社日置大学堂薬〒454-0004 （調基１）第655号         平成28年 4月 1日
     や中川4 局 名古屋市中川区西日置１－３－１ （か薬）第138号           平成28年 4月 1日
     ５ （在薬）第636号           平成 6年11月 1日
     052-331-5188  (052-331-5188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  607100,038,4 合資会社中山永和堂薬〒454-0031 （調基１）第340号         平成28年 4月 1日
     や中川38 局 名古屋市中川区八幡本通２－２８
     ９１
     052-361-0432  (052-361-0432)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  608100,039,2 合資会社ヒロミ薬局 〒454-0005 （在薬）第642号           平成 6年11月 1日
     や中川39 名古屋市中川区西日置町１０－１
     ０９
     052-351-5626  (052-351-5914)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  609100,071,5 合資会社稲本薬局 〒454-0033 （調基１）第656号         平成28年 4月 1日
     や中川71 名古屋市中川区五女子１－１１－ （地支体）第142号         平成30年 4月 1日
     １７ （か薬）第1913号          平成29年 5月 1日
     052-361-0268  (052-361-0268) （在薬）第653号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  610100,075,6 株式会社岡平薬局 〒454-0013 （調基１）第658号         平成28年 4月 1日
     や中川75 名古屋市中川区八熊２－１－１ （地支体）第852号         平成30年 5月 1日
     052-331-3021  (052-331-3204) （か薬）第1188号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第655号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  611100,082,2 有限会社ノダテ薬局 〒454-0047 （調基１）第659号         平成28年 4月 1日
     や中川82 名古屋市中川区中野本町１－１２ （在薬）第659号           平成 6年11月 1日
     052-351-8318  (052-362-6378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   72

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  612100,113,5 立枩薬局 〒454-0947 （調基１）第660号         平成28年 4月 1日
     や中川113 名古屋市中川区助光２－３０７ （地支体）第143号         平成30年 4月 1日
     052-303-2525  (052-303-0432) （在調）第97号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第86号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第672号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  613100,114,3 貴船薬局 〒454-0997 （調基１）第1801号        平成28年 4月 1日
     や中川114 名古屋市中川区万場１－４０８ （地支体）第483号         平成30年 4月 1日
     052-439-1040  (052-439-1041) （後発調１）第295号       平成30年 4月 1日
     （在調）第98号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第2133号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第673号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  614100,118,4 みなさまの薬局 〒454-0843 （調基１）第661号         平成28年 4月 1日
     や中川118 名古屋市中川区大畑町２－１０－ （後発調３）第10号        平成30年 4月 1日
     ２１階 （在薬）第1544号          平成10年 3月 1日
     052-352-9786  (052-362-6884)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  615100,121,8 カトウ薬局 〒454-0815 （調基１）第2636号        平成28年 6月 1日
     や中川121 名古屋市中川区長良町３－１３－ （在薬）第1545号          平成10年 3月 1日
     ２
     052-361-3857  (052-361-3857)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  616100,123,4 千音寺調剤薬局 〒454-0972 （調基１）第662号         平成28年 4月 1日
     や中川123 名古屋市中川区新家１－１６０ （地支体）第251号         平成30年 4月 1日
     052-431-6672  (052-431-6672) （在調）第224号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第2134号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第1215号          平成 8年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  617100,124,2 大島薬局 〒454-0048 （調基１）第663号         平成28年 4月 1日
     や中川124 名古屋市中川区元中野町２－６２ （地支体）第802号         平成30年 4月 1日
     052-352-8538  (052-352-7419) （後発調１）第509号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第95号            平成24年12月 1日
     （在調）第99号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第516号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第667号           平成 8年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  618100,125,9 ケミストムトウ薬局戸〒454-0962 （調基２）第4号           平成30年 4月 1日
     や中川125 田店 名古屋市中川区戸田３－１７２３ （在薬）第3680号          平成19年10月 1日
     ブランコート戸田１階
     052-301-4960  (052-301-4960)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  619100,127,5 サトウ薬局 〒454-0034 （調基１）第664号         平成28年 4月 1日
     や中川127 名古屋市中川区五女子町１－１７ （か薬）第1652号          平成28年10月 1日
     １階 （在薬）第4524号          平成22年12月 1日
     052-361-0015  (052-361-9880)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   73

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  620100,129,1 たんぽぽ薬局中川店 〒454-0933 （調基１）第341号         平成28年 4月 1日
     や中川129 名古屋市中川区法華１－２００ （地支体）第484号         平成30年 4月 1日
     052-355-4471  (052-355-4472) （薬菌）第94号            平成24年11月 1日
     （在調）第4号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第517号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4483号          平成22年 9月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  621100,135,8 たんぽぽ薬局中川東店〒454-0854 （調基３イ）第107号       平成30年 4月 1日
     や中川135 名古屋市中川区松年町４－７８－ （在調）第316号           平成26年 4月 1日
     １・６１－１メゾン鈴秀１階 （か薬）第2215号          平成29年10月 1日
     052-661-2341  (052-661-2408) （在薬）第1378号          平成 9年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  622100,144,0 松下薬局 〒454-0981 （調基１）第667号         平成28年 4月 1日
     や中川144 名古屋市中川区吉津３－１４０３ （地支体）第45号          平成30年 4月 1日
     052-431-4115  (052-439-0080) （後発調２）第109号       平成30年 4月 1日
     （在調）第100号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第240号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1632号          平成10年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  623100,146,5 ケミストムトウ薬局昭〒454-0852 （調基１）第668号         平成28年 4月 1日
     や中川146 和橋店 名古屋市中川区昭和橋通２－２９ （後発調２）第674号       平成30年 5月 1日
     メゾンアサヒ１階 （在薬）第1685号          平成10年 8月 1日
     052-651-2479  (052-651-2479)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  624100,150,7 ありさ薬局 〒454-0926 （調基１）第670号         平成28年 4月 1日
     や中川150 名古屋市中川区打出２－２０１ （地支体）第144号         平成30年 4月 1日
     052-369-3040  (052-369-3041) （在調）第222号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第518号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1779号          平成10年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  625100,153,1 下之一色調剤薬局 〒454-0945 （調基１）第671号         平成28年 4月 1日
     や中川153 名古屋市中川区下之一色町波花９ （か薬）第1712号          平成28年11月 1日
     ０ （在薬）第1804号          平成11年 2月 1日
     052-302-8111  (052-302-8112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  626100,154,9 日本調剤尾頭橋薬局 〒454-0012 （調基１）第672号         平成28年 4月 1日
     や中川154 名古屋市中川区尾頭橋３－６－１ （地支体）第566号         平成30年 4月 1日
     ４ （在調）第1084号          平成29年12月 1日
     052-321-7848  (052-321-7868) （か薬）第241号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1829号          平成11年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  627100,156,4 ヒノマル薬局 〒454-0945 （調基１）第673号         平成28年 4月 1日
     や中川156 名古屋市中川区下之一色町北起４ （地支体）第145号         平成30年 4月 1日
     ８ （在調）第272号           平成25年 4月 1日
     052-301-8790  (052-301-8740) （か薬）第242号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3288号          平成17年 8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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   74

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  628100,160,6 浅井薬局 〒454-0902 （調基１）第20号          平成28年 4月 1日
     や中川160 名古屋市中川区花池町２－６ （か薬）第519号           平成28年 4月 1日
     052-361-2525  (052-361-2525) （在薬）第1971号          平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  629100,163,0 エム・エヌ調剤薬局 〒454-0972 （調基１）第674号         平成28年 4月 1日
     や中川163 名古屋市中川区新家１－１６１０ （地支体）第46号          平成30年 4月 1日
     052-439-2177  (052-439-2178) （後発調１）第684号       平成30年 5月 1日
     （在調）第696号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第1488号          平成28年 5月31日
     （在薬）第2129号          平成12年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  630100,167,1 平成薬局中川店 〒454-0962 （調基１）第2221号        平成28年 4月 1日
     や中川167 名古屋市中川区戸田３－１９０２ （地支体）第703号         平成30年 4月 1日
     052-309-1147  (052-309-1865) （後発調２）第542号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第139号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2288号          平成13年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  631100,169,7 あおぞら調剤薬局中川〒454-0912 （調基１）第675号         平成28年 4月 1日
     や中川169 店 名古屋市中川区野田１－６１６ （後発調２）第657号       平成30年 4月 1日
     052-361-8388  (052-361-7667) （在薬）第5436号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  632100,170,5 ひびの調剤薬局 〒454-0837 （調基１）第177号         平成28年 4月 1日
     や中川170 名古屋市中川区中野新町５－３８ （後発調１）第399号       平成30年 4月 1日
     052-353-1399  (052-353-1299) （在薬）第5015号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  633100,172,1 ケミストムトウ薬局八〒454-0034 （調基１）第676号         平成28年 4月 1日
     や中川172 熊店 名古屋市中川区五女子町５－６４ （在薬）第2664号          平成14年10月 1日
     052-369-2655  (052-369-2656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  634100,174,7 アイランド薬局　名西〒454-0818 （調基１）第677号         平成28年 4月 1日
     や中川174 店 名古屋市中川区松葉町４－５６ （調基３イ）第210号       平成30年 4月 1日
     052-363-3955  (052-363-3954) （か薬）第2224号          平成29年11月 1日
     （在薬）第2717号          平成14年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  635100,175,4 ヒノマル薬局一色新町〒454-0946 （調基２）第84号          平成30年 4月 1日
     や中川175 店 名古屋市中川区一色新町３－１３ （後発調１）第190号       平成30年 4月 1日
     ０２西川マンション１階 （在調）第317号           平成26年 4月 1日
     052-309-7081  (052-309-7087) （か薬）第520号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2758号          平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  636100,176,2 日本調剤中川薬局 〒454-0012 （調基１）第2671号        平成28年 7月 4日
     や中川176 名古屋市中川区尾頭橋３－６－８ （調基３ロ）第165号       平成30年 4月 1日
     052-339-1193  (052-339-3393) （在調）第822号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第1759号          平成28年12月 1日
     （在薬）第5730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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   75

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  637100,178,8 たつみ薬局 〒454-0804 （調基１）第678号         平成28年 4月 1日
     や中川178 名古屋市中川区月島町９－４ （後発調２）第8号         平成30年 4月 1日
     052-363-5777  (052-363-5599) （か薬）第140号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2826号          平成15年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  638100,180,4 たけぐち薬局荒子観音〒454-0861 （調基１）第679号         平成28年 4月 1日
     や中川180 店 名古屋市中川区荒子町大門東５８ （在調）第102号           平成24年 4月 1日
     052-351-1205  (052-351-1205) （か薬）第5号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第2912号          平成15年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  639100,181,2 なぎさ薬局 〒454-0842 （調基１）第680号         平成28年 4月 1日
     や中川181 名古屋市中川区宮脇町１－１４２ （地支体）第47号          平成30年 4月 1日
     －２美鈴マンション宮脇１０１ （後発調１）第60号        平成30年 4月 1日
     052-363-2003  (052-363-2003) （か薬）第2051号          平成29年 2月 1日
     （在薬）第2963号          平成16年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  640100,184,6 ファーマシーオトーバ〒454-0012 （調基１）第342号         平成28年 4月 1日
     や中川184 シドラッグ 名古屋市中川区尾頭橋２－２－２ （地支体）第485号         平成30年 4月 1日
     ０安藤ビル１階 （か薬）第141号           平成28年 4月 1日
     052-323-0591  (052-323-0911) （在薬）第3189号          平成17年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  641100,185,3 あいり調剤薬局 〒454-0926 （調基１）第681号         平成28年 4月 1日
     や中川185 名古屋市中川区打出２－５８－１ （後発調３）第141号       平成30年 4月 1日
     052-369-5177  (052-369-5178) （在薬）第3190号          平成17年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  642100,186,1 いずみ調剤薬局 〒454-0837 （調基１）第682号         平成28年 4月 1日
     や中川186 名古屋市中川区中野新町１－１９ （地支体）第48号          平成30年 4月 1日
     －１ （後発調１）第102号       平成30年 4月 1日
     052-365-0018  (052-365-0028) （在調）第1137号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第34号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第3226号          平成17年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  643100,192,9 あおば薬局外新町店 〒454-0053 （調基１）第1803号        平成28年 4月 1日
     や中川192 名古屋市中川区外新町２－４６－ （後発調２）第377号       平成30年 4月 1日
     ２ （か薬）第2380号          平成30年 4月 1日
     052-354-2510  (052-354-2515) （在薬）第3498号          平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  644100,194,5 荒子さくら薬局 〒454-0921 （調基１）第1804号        平成28年 4月 1日
     や中川194 名古屋市中川区中郷４－９７ （地支体）第567号         平成30年 4月 1日
     052-799-7415  (052-354-2660) （後発調２）第675号       平成30年 5月 1日
     （か薬）第1019号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3704号          平成20年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  645100,195,2 タンポポ調剤薬局 〒454-0961 （調基１）第683号         平成28年 4月 1日
     や中川195 名古屋市中川区戸田明正２－３０ （後発調１）第191号       平成30年 4月 1日
     １ （在薬）第3723号          平成20年 2月 1日
     052-439-0087  (052-439-0086)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   76

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  646100,196,0 スギヤマ薬局中島新町〒454-0932 （調基１）第1805号        平成28年 4月 1日
     や中川196 店 名古屋市中川区中島新町２－１５ （在調）第1081号          平成29年12月 1日
     ０７ （在薬）第3731号          平成20年 2月21日
     052-365-7211  (052-365-7222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  647100,197,8 フェイス調剤薬局 〒454-0877 （調基１）第200号         平成28年 4月 1日
     や中川197 名古屋市中川区八田町２００７コ （地支体）第146号         平成30年 4月 1日
     ンフォールアビテ１階 （後発調３）第218号       平成30年 4月 1日
     052-363-8981  (052-363-8982) （在調）第103号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第521号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4646号          平成23年 8月29日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  648100,200,0 スギ薬局　打中店 〒454-0927 （調基１）第2374号        平成28年 4月 1日
     や中川200 名古屋市中川区打中２－１７７ （後発調１）第685号       平成30年 5月 1日
     052-365-5166  (052-365-5167) （在薬）第3895号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  649100,201,8 スギ薬局　高畑店 〒454-0911 （調基１）第2375号        平成28年 4月 1日
     や中川201 名古屋市中川区高畑２－２２ （地支体）第393号         平成30年 4月 1日
     052-365-5731  (052-351-8150) （在調）第1178号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第1891号          平成29年 4月 1日
     （在薬）第3896号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  650100,202,6 スギ薬局　戸田店 〒454-0967 （調基１）第2376号        平成28年 4月 1日
     や中川202 名古屋市中川区戸田西３－１７０ （地支体）第394号         平成30年 4月 1日
     ７ （在調）第524号           平成27年 4月 1日
     052-309-1505  (052-303-5688) （か薬）第946号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3897号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  651100,203,4 スギ薬局　野立橋店 〒454-0049 （調基１）第2377号        平成28年 4月 1日
     や中川203 名古屋市中川区清川町４－１－１ （薬菌）第49号            平成21年12月 1日
     ８ （在調）第387号           平成26年 4月 1日
     052-364-5751  (052-351-3585) （在薬）第4313号          平成21年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  652100,204,2 キョーワ薬局　中川店〒454-0854 （調基１）第684号         平成28年 4月 1日
     や中川204 名古屋市中川区松年町４－７６－ （調基３イ）第108号       平成30年 4月 1日
     １１階 （後発調１）第296号       平成30年 4月 1日
     052-653-9511  (052-653-9586) （在調）第754号           平成28年 5月 1日
     （か薬）第243号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5589号          平成28年 1月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  653100,207,5 いぶき調剤薬局　春田〒454-0985 （調基１）第46号          平成28年 4月 1日
     や中川207 店 名古屋市中川区春田５－１０２ （後発調１）第192号       平成30年 4月 1日
     052-309-7338  (052-309-7339) （か薬）第142号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4173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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   77

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  654100,211,7 トーカイ薬局　中川店〒454-0831 （調基３イ）第109号       平成30年 4月 1日
     や中川211 名古屋市中川区三ツ屋町１－１２ （後発調１）第297号       平成30年 4月 1日
     052-354-2488  (052-354-2489) （か薬）第1190号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4209号          平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  655100,212,5 なのはな薬局 〒454-0915 （調基１）第686号         平成28年 4月 1日
     や中川212 名古屋市中川区横井２－１立松ビ （後発調３）第525号       平成30年 5月 1日
     ル１階 （在薬）第4290号          平成21年11月 1日
     052-419-6556  (052-419-6557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  656100,213,3 調剤薬局メディカルサ〒454-0972 （調基１）第1806号        平成28年 4月 1日
     や中川213 ポートｎａｋａｇａｗ名古屋市中川区新家２－１７１０ （後発調３）第219号       平成30年 4月 1日
     ａ 052-431-3386  (052-431-3387) （在薬）第4350号          平成22年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  657100,214,1 よつば薬局 〒454-0927 （調基１）第201号         平成28年 4月 1日
     や中川214 名古屋市中川区打中１－１７６　 （地支体）第704号         平成30年 4月 1日
     浅井マンション１階 （後発調１）第459号       平成30年 4月 1日
     052-304-9428  (052-304-9429) （在調）第1138号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第1589号          平成28年 9月 1日
     （在薬）第4438号          平成22年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  658100,215,8 セイムス尾頭橋薬局 〒454-0012 （調基１）第687号         平成28年 4月 1日
     や中川215 名古屋市中川区尾頭橋３－２－１ （か薬）第1392号          平成28年 5月 1日
     ４安田ビル１階 （在薬）第4408号          平成22年 4月 1日
     052-332-4189  (052-332-4190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  659100,216,6 キョーワ薬局　千音寺〒454-0971 （調基３イ）第110号       平成30年 4月 1日
     や中川216 店 名古屋市中川区富田町千音寺三角 （後発調２）第199号       平成30年 4月 1日
     ２４３ （か薬）第523号           平成28年 4月 1日
     052-485-8475  (052-485-8476) （在薬）第4486号          平成22年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  660100,217,4 上脇調剤薬局 〒454-0833 （調基１）第1807号        平成28年 4月 1日
     や中川217 名古屋市中川区上脇町２－１３４ （後発調２）第336号       平成30年 4月 1日
     052-365-2003  (052-365-2006) （か薬）第1597号          平成28年 9月 1日
     （在薬）第4510号          平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  661100,218,2 ひなげし薬局 〒454-0936 （調基１）第688号         平成28年 4月 1日
     や中川218 名古屋市中川区高杉町３４高杉ビ （後発調１）第193号       平成30年 4月 1日
     ル１階 （在薬）第4560号          平成23年 4月 1日
     052-355-8812  (052-355-8826)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  662100,221,6 ネオ薬局八幡本通店 〒454-0031 （調基１）第689号         平成28年 4月 1日
     や中川221 名古屋市中川区八幡本通２－２４ （後発調２）第110号       平成30年 4月 1日
     052-365-2030  (052-365-2040)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   78

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  663100,222,4 阪神調剤薬局　尾頭橋〒454-0012 （調基３ロ）第166号       平成30年 4月 1日
     や中川222 店 名古屋市中川区尾頭橋３－５－２ （在薬）第4641号          平成23年 9月 1日
     ３
     052-324-7355  (052-324-7356)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  664100,225,7 ウッディ調剤薬局 〒454-0902 （調基１）第1809号        平成28年 4月 1日
     や中川225 名古屋市中川区花池町２－１８－ （地支体）第30号          平成30年 4月 1日
     １ （後発調２）第9号         平成30年 4月 1日
     052-363-1235  (052-364-8338) （在調）第1139号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第1192号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4892号          平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  665100,226,5 シノハラ薬局 〒454-0037 （調基１）第1810号        平成28年 4月 1日
     や中川226 名古屋市中川区富川町５－２－９ （後発調１）第593号       平成30年 4月 1日
     １階 （か薬）第1020号          平成28年 4月 1日
     052-361-2763  (052-361-2763) （在薬）第4896号          平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  666100,227,3 ケア調剤薬局　福住店〒454-0802 （調基１）第202号         平成28年 4月 1日
     や中川227 名古屋市中川区福住町３０１－２ （在薬）第4932号          平成25年 4月 1日
     １階
     052-364-8611  (052-364-8632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  667100,228,1 すずき薬局 〒454-0932 （調基１）第691号         平成28年 4月 1日
     や中川228 名古屋市中川区中島新町３－２３ （後発調３）第11号        平成30年 4月 1日
     ０７ （か薬）第1462号          平成28年 5月30日
     052-720-0237  (052-720-0280) （在薬）第5042号          平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  668100,229,9 すみれ調剤薬局 〒454-0932 （調基１）第1811号        平成28年 4月 1日
     や中川229 名古屋市中川区中島新町２－３０ （地支体）第486号         平成30年 4月 1日
     ８ （後発調２）第111号       平成30年 4月 1日
     052-369-2221  (052-355-8400) （か薬）第1442号          平成28年 5月23日
     （在薬）第4962号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  669100,230,7 オアシス調剤薬局　中〒454-0854 （調基１）第692号         平成28年 4月 1日
     や中川230 川店 名古屋市中川区松年町４－７７－ （調基３イ）第111号       平成30年 4月 1日
     １　１階 （在調）第473号           平成26年 9月 1日
     052-364-8071  (052-364-8072) （か薬）第1021号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4971号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  670100,231,5 Ｚｉｐファーマシー白〒454-0012 （調基１）第1812号        平成28年 4月 1日
     や中川231 沢薬局尾頭橋店 名古屋市中川区尾頭橋３－５－２ （調基３ロ）第167号       平成30年 4月 1日
     ４　１階 （か薬）第1022号          平成28年 4月 1日
     052-323-8036  (052-323-8039) （在薬）第4986号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   79

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  671100,232,3 みらい調剤薬局 〒454-0872 （調基１）第1813号        平成28年 4月 1日
     や中川232 名古屋市中川区万町４１３ （地支体）第147号         平成30年 4月 1日
     052-354-2513  (052-354-2517) （後発調２）第200号       平成30年 4月 1日
     （在調）第554号           平成27年 8月 1日
     （か薬）第1193号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5075号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  672100,234,9 サチのくすり箱 〒454-0871 （調基１）第693号         平成28年 4月 1日
     や中川234 名古屋市中川区柳森町４０３Ｐｅ （地支体）第49号          平成30年 4月 1日
     ｎｎビル１階 （後発調２）第65号        平成30年 4月 1日
     052-355-9341  (052-355-9346) （か薬）第245号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5151号          平成26年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  673100,235,6 かもめ薬局 〒454-0825 （調基１）第1814号        平成28年 4月 1日
     や中川235 名古屋市中川区好本町２－７－２ （後発調３）第442号       平成30年 4月 1日
     052-363-6633  (052-363-6634) （在薬）第5669号          平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  674100,236,4 なの花薬局名古屋長須〒454-0994 （調基１）第1815号        平成28年 4月 1日
     や中川236 賀店 名古屋市中川区長須賀３－７０４ （地支体）第487号         平成30年 4月 1日
     光曜圓ビル１階 （在調）第531号           平成27年 4月 1日
     052-439-2289  (052-439-2889) （か薬）第244号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5274号          平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  675100,237,2 かの里あいり薬局 〒454-0957 （調基１）第694号         平成28年 4月 1日
     や中川237 名古屋市中川区かの里２－５０４ （地支体）第148号         平成30年 4月 1日
     052-655-5000  (052-655-5005) （か薬）第35号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第5275号          平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  676100,238,0 スギ薬局　長良町店 〒454-0815 （調基１）第2378号        平成28年 4月 1日
     や中川238 名古屋市中川区長良町２－１０５ （後発調１）第594号       平成30年 4月 1日
     アラカワビル１階 （在薬）第5308号          平成26年10月 1日
     052-364-7651  (052-364-7652)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  677100,240,6 スギ薬局　スマイルプ〒454-0994 （調基１）第2379号        平成28年 4月 1日
     や中川240 ラザ店 名古屋市中川区長須賀３－３０６ （後発調１）第595号       平成30年 4月 1日
     フィールスマイルプラザ１階 （在薬）第5342号          平成26年11月 1日
     052-446-7161  (052-446-7162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  678100,241,4 コスモス調剤薬局　山〒454-0011 （調基１）第2841号        平成29年 4月 1日
     や中川241 王店 名古屋市中川区山王１－８－６ （調基３イ）第10号        平成30年 4月 1日
     052-321-2010  (052-321-2011) （後発調２）第676号       平成30年 5月 1日
     （か薬）第1194号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5397号          平成27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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   80

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  679100,242,2 中川調剤薬局 〒454-0936 （調基３イ）第39号        平成30年 4月 1日
     や中川242 名古屋市中川区高杉町１０５－１ （在調）第1140号          平成30年 4月 1日
     052-354-7590  (052-354-7594) （か薬）第1628号          平成28年 8月29日
     （在薬）第5718号          平成28年 8月29日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  680100,243,0 たんぽぽ薬局かすもり〒454-0818 （調基１）第343号         平成28年 4月 1日
     や中川243 店 名古屋市中川区松葉町２－１６モ （後発調３）第341号       平成30年 4月 1日
     ナミマンション１階 （薬菌）第214号           平成27年 7月 1日
     052-369-2051  (052-369-2052) （在調）第563号           平成27年 8月 1日
     （か薬）第1550号          平成28年 8月 1日
     （在薬）第5449号          平成27年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  681100,244,8 レインボー薬局　高畑〒454-0911 （調基１）第1816号        平成28年 4月 1日
     や中川244 店 名古屋市中川区高畑５－１８１ （地支体）第568号         平成30年 4月 1日
     052-351-3350  (052-351-3349) （後発調３）第273号       平成30年 4月 1日
     （在調）第564号           平成27年 7月 1日
     （か薬）第246号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5478号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  682100,245,5 スギ薬局　中川一色新〒454-0946 （調基１）第2380号        平成28年 4月 1日
     や中川245 町店 名古屋市中川区一色新町３－１４ （後発調１）第596号       平成30年 4月 1日
     ０１１階 （在薬）第5499号          平成27年 9月 1日
     052-387-5061  (052-387-5062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  683100,246,3 日本調剤松年薬局 〒454-0854 （調基３ロ）第168号       平成30年 4月 1日
     や中川246 名古屋市中川区松年町４－７６－ （後発調３）第274号       平成30年 4月 1日
     ２ （在調）第1031号          平成29年 9月 1日
     052-659-4646  (052-653-1313) （か薬）第526号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5500号          平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  684100,247,1 エム・エヌ調剤薬局　〒454-0985 （調基１）第696号         平成28年 4月 1日
     や中川247 春田駅前店 名古屋市中川区春田３－１０７シ （後発調１）第61号        平成30年 4月 1日
     ティコーポ春田１階 （在薬）第5555号          平成27年11月 1日
     052-302-5515  (052-302-5516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  685100,248,9 アイワ薬局野田店 〒454-0912 （調基１）第72号          平成28年 4月 1日
     や中川248 名古屋市中川区野田２－８９ （後発調３）第142号       平成30年 4月 1日
     052-365-3456  (052-365-3457) （在薬）第5621号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  686100,249,7 おとうばし薬局 〒454-0012 （調基１）第2677号        平成28年 9月 1日
     や中川249 名古屋市中川区尾頭橋３－５－２ （後発調１）第194号       平成30年 4月 1日
     ２ （在調）第870号           平成28年10月 1日
     052-253-6400  (052-253-6410) （か薬）第2212号          平成29年10月 1日
     （在薬）第5699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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   81

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  687100,250,5 ファーマライズ薬局　〒454-0854 （調基１）第2702号        平成28年 9月 1日
     や中川250 名古屋店 名古屋市中川区松年町５－２－６ （調基３イ）第112号       平成30年 4月 1日
     052-659-2781  (052-659-2787) （在調）第856号           平成28年 9月 1日
     （か薬）第2090号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第5719号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  688100,251,3 ほしぞら薬局　高畑店〒454-0911 （調基１）第2703号        平成28年10月 1日
     や中川251 名古屋市中川区高畑３－８１ （後発調３）第71号        平成30年 4月 1日
     052-355-6035  (052-355-6038) （在薬）第5720号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  689100,252,1 アイセイ薬局　小本本〒454-0826 （調基３ロ）第169号       平成30年 4月 1日
     や中川252 町店 名古屋市中川区小本本町３－９０ （在調）第879号           平成28年10月 1日
     －２ （か薬）第1840号          平成29年 2月 1日
     052-369-2566  (052-369-2568) （在薬）第5767号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  690100,253,9 アイセイ薬局　中島店〒454-0852 （調基１）第2737号        平成28年10月 1日
     や中川253 名古屋市中川区昭和橋通５－３０ （地支体）第488号         平成30年 4月 1日
     －２ （後発調２）第378号       平成30年 4月 1日
     052-355-1800  (052-355-1801) （在調）第880号           平成28年10月 1日
     （か薬）第1677号          平成28年10月 1日
     （在薬）第5768号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  691100,254,7 ほそごめ薬局 〒454-0847 （調基１）第2809号        平成29年 2月 1日
     や中川254 名古屋市中川区細米町２－３ （後発調２）第379号       平成30年 4月 1日
     052-365-2033  (052-365-2034) （在調）第925号           平成29年 1月 1日
     （か薬）第2109号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第5838号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  692100,255,4 なの花薬局名古屋伏屋〒454-0994 （調基３ロ）第7号         平成30年 4月 1日
     や中川255 店 名古屋市中川区長須賀３－７０２ （在調）第1055号          平成29年11月 1日
     052-462-1370  (052-462-1371) （か薬）第1823号          平成29年 1月 1日
     （在薬）第5839号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  693100,256,2 スギ薬局　千音寺店 〒454-0972 （調基１）第2811号        平成29年 3月 1日
     や中川256 名古屋市中川区新家３－１３０４ （後発調２）第446号       平成30年 4月 1日
     052-446-6675  (052-446-6676) （在薬）第5861号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  694100,257,0 くるみ調剤薬局　なか〒454-0963 （調基１）第2842号        平成29年 4月 1日
     や中川257 がわ店 名古屋市中川区水里２－３３３－ （在調）第1006号          平成29年 7月 1日
     ２ （在薬）第5885号          平成29年 4月 1日
     052-387-8980  (052-387-8981)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  695100,258,8 調剤薬局ツルハドラッ〒454-0012 （調基１）第2951号        平成29年 6月 1日
     や中川258 グ尾頭橋店 名古屋市中川区尾頭橋３－４－１ （在薬）第5925号          平成29年 6月 1日
     ９
     052-324-9268  (052-324-9268)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   82

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  696100,259,6 波花薬局 〒454-0945 （調基１）第3002号        平成29年 9月 1日
     や中川259 名古屋市中川区下之一色町波花１ （在薬）第5977号          平成29年 9月 1日
     ２２－２
     052-304-4148  (052-304-4149)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  697100,260,4 大当郎調剤薬局 〒454-0943 （調基１）第3006号        平成29年 9月 1日
     や中川260 名古屋市中川区大当郎２－１１０ （地支体）第149号         平成30年 4月 1日
     ３－１ （後発調２）第10号        平成30年 4月 1日
     052-309-5155  (052-309-5156) （在調）第1040号          平成29年 9月 1日
     （か薬）第2193号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第5978号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  698100,261,2 キヨ調剤薬局 〒454-0962 （調基１）第3004号        平成29年 9月 1日
     や中川261 名古屋市中川区戸田５－４０２ （地支体）第150号         平成30年 4月 1日
     052-301-7035  (052-301-7035) （後発調１）第195号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1041号          平成29年 9月 1日
     （か薬）第2188号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第5980号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  699100,262,0 ひまわり薬局 〒454-0004 （調基１）第3042号        平成29年11月 1日
     や中川262 名古屋市中川区西日置２－３－５ （後発調３）第143号       平成30年 4月 1日
     名鉄交通ビル２階 （在薬）第6017号          平成29年11月 1日
     052-339-2550  (052-339-2555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  700100,263,8 ウエルシア薬局名古屋〒454-0849 （調基１）第3022号        平成29年11月 1日
     や中川263 小塚店 名古屋市中川区小塚町６２－１ （後発調２）第380号       平成30年 4月 1日
     052-369-2689  (052-369-2690) （在薬）第5999号          平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  701100,264,6 野田薬局 〒454-0912 （調基１）第3119号        平成30年 3月 1日
     や中川264 名古屋市中川区野田２－４３３ （調基３イ）第211号       平成30年 4月 1日
     052-352-8158  (052-352-8159) （か薬）第2381号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第6100号          平成30年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  702100,265,3 リンクス調剤薬局　昭〒454-0852 （調基１）第3160号        平成30年 4月 1日
     や中川265 和橋店 名古屋市中川区昭和橋通１－１４ （在薬）第6119号          平成30年 4月27日
     －３
     052-355-9130  (052-355-9138)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  703110,006,9 カトウ薬局 〒455-0073 （調基１）第91号          平成28年 4月 1日
     や港6 名古屋市港区川西通５－１３４－ （か薬）第247号           平成28年 4月 1日
     ３ （在薬）第727号           平成 6年11月 1日
     052-661-6619  (052-661-6619)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  704110,042,4 有限会社フクシマ薬業〒455-0068 （調基１）第1818号        平成28年 4月 1日
     や港42 フクシマ薬局 名古屋市港区土古町１－７２ （地支体）第705号         平成30年 4月 1日
     052-381-6816  (052-381-6816) （か薬）第1990号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第718号           平成 6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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   83

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  705110,051,5 東海薬局 〒455-0073 （調基１）第697号         平成28年 4月 1日
     や港51 名古屋市港区川西通２－１８ （か薬）第527号           平成28年 4月 1日
     052-654-2510  (052-654-2510) （在薬）第730号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  706110,055,6 サノー薬局 〒455-0042 （調基１）第698号         平成28年 4月 1日
     や港55 名古屋市港区佐野町３ー４８ （か薬）第36号            平成28年 4月 1日
     052-653-6822  (052-387-5522) （在薬）第709号           平成 6年11月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  707110,059,8 薬局　アルファ　ファ〒455-0806 （調基１）第1819号        平成28年 4月 1日
     や港59 ーマシー 名古屋市港区明正１－１１６－２ （後発調３）第12号        平成30年 4月 1日
     052-383-1193  (052-383-1193) （在薬）第725号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  708110,065,5 岡村薬局 〒455-0822 （調基１）第699号         平成28年 4月 1日
     や港65 名古屋市港区甚兵衛通５－１２み （地支体）第859号         平成30年 6月 1日
     そらぎハイツ１階 （か薬）第37号            平成28年 4月 1日
     052-381-2751  (052-381-2751) （在薬）第732号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  709110,070,5 関山堂薬局 〒455-0842 （調基１）第700号         平成28年 4月 1日
     や港70 名古屋市港区稲永４－１１－１９ （後発調２）第201号       平成30年 4月 1日
     052-381-0592  (052-381-0592) （在薬）第734号           平成 9年 4月23日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  710110,083,8 カメダ調剤薬局 〒455-0037 （調基１）第701号         平成28年 4月 1日
     や港83 名古屋市港区名港１－２０－９ （か薬）第2160号          平成29年 9月 1日
     052-659-7447  (052-659-7448) （在薬）第2497号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  711110,086,1 中日調剤薬局　熱田店〒455-0001 （調基１）第2843号        平成29年 4月 1日
     や港86 名古屋市港区七番町３－１－３ （地支体）第151号         平成30年 4月 1日
     052-659-2266  (052-659-2267) （後発調２）第198号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1124号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第1892号          平成29年 4月 1日
     （在薬）第5032号          平成25年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  712110,088,7 サンハート薬局当知店〒455-0806 （調基１）第702号         平成28年 4月 1日
     や港88 名古屋市港区明正１－２９０ （後発調３）第220号       平成30年 4月 1日
     052-383-7541  (052-383-7532) （在薬）第2401号          平成14年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  713110,092,9 エム・エヌ調剤薬局港〒455-0822 （調基１）第203号         平成28年 4月 1日
     や港92 店 名古屋市港区甚兵衛通１－２６－ （後発調２）第729号       平成30年 6月 1日
     ２ （後発調３）第72号        平成30年 4月 1日
     052-381-1103  (052-381-1104) （か薬）第1670号          平成28年11月 1日
     （在薬）第2649号          平成14年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  714110,095,2 アンドウ薬局 〒455-0803 （調基１）第703号         平成28年 4月 1日
     や港95 名古屋市港区入場１－３００９ア （後発調３）第275号       平成30年 4月 1日
     ーバンハイツ１階 （在薬）第2894号          平成15年10月 1日
     052-383-5670  (052-875-9944)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   84

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  715110,097,8 平成薬局宝神店 〒455-0832 （調基１）第704号         平成28年 4月 1日
     や港97 名古屋市港区宝神３－２３１５ （か薬）第143号           平成28年 4月 1日
     052-389-1866  (052-389-1877)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  716110,098,6 優調剤薬局 〒455-0067 （調基１）第705号         平成28年 4月 1日
     や港98 名古屋市港区港北町２－８ （後発調３）第221号       平成30年 4月 1日
     052-384-7000  (052-700-6382) （か薬）第1023号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3007号          平成16年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  717110,099,4 溝口惟信堂薬局 〒455-0821 （調基１）第706号         平成28年 4月 1日
     や港99 名古屋市港区高木町２－１７ （か薬）第2398号          平成30年 4月 1日
     052-381-0926  (052-381-0978) （在薬）第3008号          平成16年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  718110,102,6 コスモス調剤薬局野跡〒455-0845 （調基１）第707号         平成28年 4月 1日
     や港102 店 名古屋市港区野跡４－６－９－１ （後発調２）第11号        平成30年 4月 1日
     ０２号 （か薬）第1197号          平成28年 4月 1日
     052-381-8222  (052-381-8223) （在薬）第3136号          平成16年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  719110,104,2 キョーワ薬局　港店 〒455-0883 （調基１）第708号         平成28年 4月 1日
     や港104 名古屋市港区知多３－１０８ （調基３イ）第113号       平成30年 4月 1日
     052-309-7888  (052-309-7889) （か薬）第528号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3316号          平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  720110,105,9 おもと調剤薬局 〒455-0073 （調基１）第709号         平成28年 4月 1日
     や港105 名古屋市港区川西通５－３９－１ （在薬）第3384号          平成18年 4月 1日
     052-659-5110  (052-659-5150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  721110,107,5 たんぽぽ薬局木場店 〒455-0021 （調基１）第344号         平成28年 4月 1日
     や港107 名古屋市港区木場町８－２２７ （地支体）第803号         平成30年 4月 1日
     052-694-7961  (052-694-7962) （後発調３）第526号       平成30年 5月 1日
     （在調）第495号           平成26年11月 1日
     （か薬）第2269号          平成29年12月 1日
     （在薬）第3482号          平成18年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  722110,112,5 こうほく調剤薬局 〒455-0067 （調基１）第2586号        平成28年 4月 1日
     や港112 名古屋市港区港北町２－３８－１ （後発調１）第196号       平成30年 4月 1日
     052-846-5665  (052-846-5666) （か薬）第529号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3584号          平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  723110,113,3 ビー・アンド・ディー〒455-0803 （調基１）第1821号        平成28年 4月 1日
     や港113 調剤薬局みなと店 名古屋市港区入場１－５０２みな （後発調２）第202号       平成30年 4月 1日
     とメディカルステーション１階 （在薬）第3615号          平成19年 6月 1日
     052-398-8693  (052-398-8008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   85

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  724110,114,1 カメダ調剤薬局南陽店〒455-0883 （調基１）第710号         平成28年 4月 1日
     や港114 名古屋市港区知多１－１０５ハイ （か薬）第2057号          平成29年 7月 1日
     ツ二村１階 （在薬）第3639号          平成19年 8月 1日
     052-309-7280  (052-309-7281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  725110,115,8 スギヤマ薬局南陽店 〒455-0882 （調基１）第1822号        平成28年 4月 1日
     や港115 名古屋市港区小賀須４－６１７ （在薬）第3732号          平成20年 2月21日
     052-304-6771  (052-304-6773)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  726110,116,6 スギヤマ薬局入場店 〒455-0803 （調基１）第1823号        平成28年 4月 1日
     や港116 名古屋市港区入場１－２２０５ （後発調２）第677号       平成30年 5月 1日
     052-398-8111  (052-398-8113) （在薬）第3733号          平成20年 2月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  727110,117,4 たんぽぽ薬局南陽店 〒455-0882 （調基１）第345号         平成28年 4月 1日
     や港117 名古屋市港区小賀須３－１２０３ （調基３イ）第114号       平成30年 4月 1日
     052-309-7601  (052-309-7602) （在調）第516号           平成27年 3月 1日
     （か薬）第1305号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3734号          平成20年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  728110,120,8 イオン薬局名古屋みな〒455-0055 （調基３ロ）第8号         平成30年 4月 1日
     や港120 と店 名古屋市港区品川町２－１－６イ （在薬）第5061号          平成25年 9月 1日
     オン名古屋みなと店１階
     052-659-2511  (052-659-2512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  729110,121,6 スギ薬局　油屋店 〒455-0815 （調基１）第2381号        平成28年 4月 1日
     や港121 名古屋市港区油屋町１－２２－１ （地支体）第395号         平成30年 4月 1日
     052-389-2511  (052-381-5166) （後発調１）第597号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1714号          平成28年11月 1日
     （在薬）第4501号          平成22年 9月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  730110,122,4 スギ薬局　砂美店 〒455-0056 （調基１）第2382号        平成28年 4月 1日
     や港122 名古屋市港区砂美町２６ （在薬）第3900号          平成20年 9月 1日
     052-659-5300  (052-659-5303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  731110,123,2 スギ薬局　木場店 〒455-0021 （調基１）第2383号        平成28年 4月 1日
     や港123 名古屋市港区木場町２－２２ （地支体）第396号         平成30年 4月 1日
     052-698-4366  (052-398-4376) （在調）第389号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第947号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3901号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  732110,124,0 スギ薬局　宝神店 〒455-0832 （調基１）第2384号        平成28年 4月 1日
     や港124 名古屋市港区宝神４－１０７ （後発調１）第686号       平成30年 5月 1日
     052-389-5851  (052-383-5722) （在調）第388号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第2399号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第3902号          平成20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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   86

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  733110,125,7 スギ薬局　正保店 〒455-0074 （調基１）第2385号        平成28年 4月 1日
     や港125 名古屋市港区正保町６－２ （地支体）第397号         平成30年 4月 1日
     052-389-2265  (052-382-8658) （後発調１）第687号       平成30年 5月 1日
     （在調）第698号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第949号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3903号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  734110,126,5 みどり調剤薬局　本店〒455-0001 （調基１）第711号         平成28年 4月 1日
     や港126 名古屋市港区七番町２－１５－１ （地支体）第27号          平成30年 4月 1日
     052-799-6984  (052-799-6954) （後発調１）第15号        平成30年 4月 1日
     （か薬）第1653号          平成28年10月 1日
     （在薬）第4115号          平成21年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  735110,128,1 りんどう薬局 〒455-0056 （調基１）第712号         平成28年 4月 1日
     や港128 名古屋市港区砂美町１３１
     052-700-9570  (052-700-9574)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  736110,130,7 スギ薬局　みなと七番〒455-0001 （調基１）第2386号        平成28年 4月 1日
     や港130 町店 名古屋市港区七番町１－２－１エ （地支体）第398号         平成30年 4月 1日
     ディオン東海通店１階 （後発調２）第447号       平成30年 4月 1日
     052-665-3577  (052-654-7355) （か薬）第1290号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4291号          平成21年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  737110,131,5 くるみ調剤薬局　みな〒455-0857 （調基１）第2892号        平成29年 4月 1日
     や港131 と店 名古屋市港区秋葉２－７－１ （後発調３）第527号       平成30年 5月 1日
     052-355-7556  (052-355-7558) （か薬）第1991号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第4496号          平成22年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  738110,132,3 ハーブ調剤薬局南陽店〒455-0884 （調基１）第713号         平成28年 4月 1日
     や港132 名古屋市港区七反野２－２００６ （後発調２）第112号       平成30年 4月 1日
     052-303-5567  (052-303-5568) （在薬）第4563号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  739110,133,1 ひいらぎ薬局 〒455-0801 （調基１）第714号         平成28年 4月 1日
     や港133 名古屋市港区小碓２－１０３小碓 （地支体）第489号         平成30年 4月 1日
     ハイツ１階 （後発調３）第342号       平成30年 4月 1日
     052-389-6650  (052-389-6651) （か薬）第38号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第4612号          平成23年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  740110,134,9 日本調剤みなと薬局 〒455-0018 （調基３ロ）第170号       平成30年 4月 1日
     や港134 名古屋市港区港明１－１０－１７ （後発調１）第511号       平成30年 4月 1日
     １階 （在調）第565号           平成27年 8月 1日
     052-659-6855  (052-659-6856) （か薬）第1198号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4714号          平成24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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   87

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  741110,135,6 マリンポート薬局 〒455-0013 （調基１）第1824号        平成28年 4月 1日
     や港135 名古屋市港区港陽３－１－１５１ （調基３イ）第40号        平成30年 4月 1日
     階 （か薬）第1199号          平成28年 4月 1日
     052-364-6804  (052-364-6805) （在薬）第4737号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  742110,137,2 イオン薬局南陽店 〒455-0873 （調基１）第1825号        平成28年 4月 1日
     や港137 名古屋市港区春田野１－３３０イ （か薬）第2390号          平成30年 4月 1日
     オン南陽店１階 （在薬）第4922号          平成25年 4月 1日
     052-659-2511  (052-303-8216)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  743110,139,8 みどり調剤薬局　七番〒455-0001 （調基１）第122号         平成28年 4月 1日
     や港139 町３丁目店 名古屋市港区七番町３－１ （地支体）第28号          平成30年 4月 1日
     052-355-9512  (052-355-9530) （後発調２）第14号        平成30年 4月 1日
     （か薬）第2152号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第4890号          平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  744110,140,6 ユニー東海通薬局 〒455-0018 （調基１）第715号         平成28年 4月 1日
     や港140 名古屋市港区港明１－１０－２８
     ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ東
     海通店１階
     052-653-6601  (052-653-6618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  745110,141,4 みゆきファーマシーみ〒455-0822 （調基１）第716号         平成28年 4月 1日
     や港141 なと店 名古屋市港区甚兵衛通３－１－１ （地支体）第490号         平成30年 4月 1日
     052-364-8351  (052-364-8352) （か薬）第1664号          平成28年11月 1日
     （在薬）第4933号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  746110,142,2 ジップファーマシー白〒455-0018 （調基１）第1826号        平成28年 4月 1日
     や港142 沢　港明調剤薬局 名古屋市港区港明１－１－２　１ （地支体）第706号         平成30年 4月 1日
     階 （在調）第937号           平成29年 3月 1日
     052-659-5227  (052-659-5226) （か薬）第1443号          平成28年 5月20日
     （在薬）第4987号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  747110,144,8 ココカラファイン薬局〒455-0001 （調基１）第1827号        平成28年 4月 1日
     や港144 　港東海通店 名古屋市港区七番町２－４－２ （地支体）第707号         平成30年 4月 1日
     052-665-2801  (052-653-3107) （後発調２）第543号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1200号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4988号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  748110,145,5 Ｚｉｐファーマシー白〒455-0037 （調基１）第1828号        平成28年 4月 1日
     や港145 沢調剤薬局　名港店 名古屋市港区名港２－９１８－２ （地支体）第602号         平成30年 4月 1日
     052-665-2570  (052-665-2571) （在調）第953号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第530号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4989号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   88

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  749110,146,3 スギ薬局　東海橋店 〒455-0005 （調基１）第2387号        平成28年 4月 1日
     や港146 名古屋市港区新川町３地先 （在薬）第5076号          平成25年 9月 1日
     052-398-5021  (052-398-5022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  750110,147,1 エムハート薬局　こう〒455-0015 （調基３ロ）第47号        平成30年 4月 1日
     や港147 えい店 名古屋市港区港栄４－３－５コー （在調）第501号           平成27年 1月 1日
     ポラス吉桂１階 （在薬）第5093号          平成25年10月 1日
     052-659-4878  (052-651-1778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  751110,148,9 小島末吉薬局 〒455-0842 （調基１）第11号          平成28年 4月 1日
     や港148 名古屋市港区稲永４－２－３　１
     階
     052-381-4572  (052-381-4572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  752110,149,7 いりば調剤薬局 〒455-0803 （調基１）第718号         平成28年 4月 1日
     や港149 名古屋市港区入場２－２４０６サ （在薬）第5188号          平成26年 4月 1日
     ンライズ入場１階Ｂ
     052-383-6006  (052-383-6008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  753110,150,5 イオン薬局名古屋茶屋〒455-0858 （調基３ロ）第171号       平成30年 4月 1日
     や港150 店 名古屋市港区西茶屋２－１１イオ （か薬）第2276号          平成29年12月 1日
     ン名古屋茶屋店１階 （在薬）第5638号          平成28年 5月 1日
     052-309-6976  (052-309-6977)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  754110,151,3 レインボー薬局　宝神〒455-0832 （調基１）第1829号        平成28年 4月 1日
     や港151 店 名古屋市港区宝神３－２１０７－ （地支体）第569号         平成30年 4月 1日
     ２ （後発調３）第276号       平成30年 4月 1日
     052-389-3050  (052-389-3080) （在調）第566号           平成27年 7月 1日
     （か薬）第249号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5479号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  755110,152,1 レインボー薬局　みな〒455-0014 （調基１）第1830号        平成28年 4月 1日
     や港152 と店 名古屋市港区港楽３－７－２０高 （地支体）第570号         平成30年 4月 1日
     木ハイツ１階 （後発調３）第277号       平成30年 4月 1日
     052-655-9033  (052-655-9036) （在調）第567号           平成27年 7月 1日
     （か薬）第250号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5480号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  756110,153,9 レインボー薬局　当知〒455-0801 （調基１）第1831号        平成28年 4月 1日
     や港153 店 名古屋市港区小碓２－１７９ （地支体）第571号         平成30年 4月 1日
     052-389-5881  (052-398-3072) （後発調３）第278号       平成30年 4月 1日
     （在調）第825号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第251号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5481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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   89

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  757110,154,7 ナカムラ薬局 〒455-0804 （調基１）第124号         平成28年 4月 1日
     や港154 名古屋市港区当知４－１０１ （在薬）第5590号          平成28年 1月 1日
     052-381-1503  (052-381-1876)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  758110,155,4 ユタカ薬局南陽 〒455-0851 （調基１）第2651号        平成28年 7月 1日
     や港155 名古屋市港区東茶屋１－６４２ （後発調１）第512号       平成30年 4月 1日
     052-309-7815  (052-309-7816) （在薬）第5622号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  759110,157,0 福田薬局 〒455-0887 （調基１）第2766号        平成28年11月 1日
     や港157 名古屋市港区福田２－１０１３ （後発調２）第13号        平成30年 4月 1日
     052-304-8441  (052-304-8451) （後発調３）第528号       平成30年 5月 1日
     （在薬）第5810号          平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  760110,158,8 あおい薬局　港店 〒455-0053 （調基１）第3132号        平成30年 4月 1日
     や港158 名古屋市港区名四町１８７－２ （地支体）第252号         平成30年 4月 1日
     052-627-6262  (052-627-8811) （後発調１）第688号       平成30年 5月 1日
     （か薬）第1899号          平成29年 4月 1日
     （在薬）第5903号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  761110,159,6 このみ薬局 〒455-0885 （調基１）第3072号        平成30年 1月 1日
     や港159 名古屋市港区八百島２－６０６ （後発調１）第689号       平成30年 5月 1日
     052-655-5580  (052-655-5586) （在調）第1110号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第6043号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  762110,160,4 調剤薬局とまと　港店〒455-0825 （調基３ロ）第149号       平成30年 4月 1日
     や港160 名古屋市港区多加良浦町５－１－ （か薬）第2325号          平成30年 1月 1日
     １ （在薬）第6055号          平成30年 1月 1日
     052-389-2311  (052-389-2312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  763110,161,2 木場りんご薬局 〒455-0021 （調基１）第3182号        平成30年 5月 1日
     や港161 名古屋市港区木場町８－５１ザ・ （在薬）第6142号          平成30年 5月 1日
     チャレンジハウス木場店１階
     052-627-1500  (052-627-1501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  764120,015,8 有限会社横谷薬局 〒457-0862 （調基１）第719号         平成28年 4月 1日
     や南15 名古屋市南区内田橋１ー８ー１２ （在薬）第183号           平成 6年11月 1日
     052-691-4825  (052-691-4824)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  765120,047,1 合資会社モリ薬局 〒457-0047 （調基１）第2108号        平成28年 4月 1日
     や南47 名古屋市南区城下町２－１２ （在薬）第187号           平成 6年11月 1日
     052-811-1478  (052-824-8112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   90

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  766120,083,6 中村薬局 〒457-0056 （調基１）第720号         平成28年 4月 1日
     や南83 名古屋市南区本星崎町宮西６０８ （地支体）第708号         平成30年 4月 1日
     052-811-5720  (052-824-8877) （後発調１）第298号       平成30年 4月 1日
     （在調）第356号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第532号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第196号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  767120,084,4 アサイ薬局 〒457-0051 （在薬）第217号           平成 6年11月 1日
     や南84 名古屋市南区笠寺町上新町２３
     052-811-0893  (052-811-0893)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  768120,088,5 ほんかく薬局 〒457-0008 （調基１）第721号         平成28年 4月 1日
     や南88 名古屋市南区外山１－６－１５ （在薬）第198号           平成 6年11月 1日
     052-821-3567  (052-821-3567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  769120,102,4 小松薬局大江店 〒457-0835 （調基１）第722号         平成28年 4月 1日
     や南102 名古屋市南区西又兵ヱ町４－２５ （在薬）第1929号          平成11年 9月 1日
     052-611-1278  (052-611-1285)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  770120,115,6 やよい薬局 〒457-0027 （在薬）第214号           平成 6年11月 1日
     や南115 名古屋市南区弥生町１６６－１メ
     ゾン見晴台１－１
     052-824-7173  (052-824-7173)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  771120,119,8 加古薬局 〒457-0866 （調基１）第1833号        平成28年 4月 1日
     や南119 名古屋市南区三条１－５－１１ （在薬）第1420号          平成 9年 9月 1日
     052-692-0627  (052-692-0170)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  772120,120,6 株式会社南陽ライフ薬〒457-0866 （調基１）第104号         平成28年 4月 1日
     や南120 局 名古屋市南区三条１－４－３０ （地支体）第50号          平成30年 4月 1日
     052-693-1137  (052-693-1138) （か薬）第1201号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第1166号          平成 7年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  773120,122,2 オリーブ薬局 〒457-0048 （調基１）第346号         平成28年 4月 1日
     や南122 名古屋市南区大磯通４ー１５美谷 （後発調１）第197号       平成30年 4月 1日
     レジデンス１ーＡ （か薬）第144号           平成28年 4月 1日
     052-811-2273  (052-811-2273) （在薬）第1627号          平成10年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  774120,123,0 サンシバタ薬局 〒457-0013 （調基１）第3133号        平成30年 4月 1日
     や南123 名古屋市南区寺崎町１３－１２ （後発調２）第203号       平成30年 4月 1日
     052-824-7531  (052-824-7536) （薬菌）第100号           平成25年 5月 1日
     （か薬）第2185号          平成29年10月 1日
     （在薬）第2498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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   91

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  775120,129,7 いとう薬局南店 〒457-0076 （調基１）第1834号        平成28年 4月 1日
     や南129 名古屋市南区道全町２－３－８ （地支体）第254号         平成30年 4月 1日
     052-822-1280  (052-822-1280) （後発調３）第414号       平成30年 4月 1日
     （在調）第948号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第1025号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第1291号          平成 8年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  776120,131,3 ライオン薬局 〒457-0846 （調基１）第724号         平成28年 4月 1日
     や南131 名古屋市南区道徳通２－７０ （か薬）第533号           平成28年 4月 1日
     052-691-9867  (052-691-5383) （在薬）第191号           平成 9年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  777120,141,2 どうとく調剤薬局 〒457-0044 （調基１）第2587号        平成28年 4月 1日
     　南141 名古屋市南区柵下町１－６０ （地支体）第572号         平成30年 4月 1日
     052-819-1787  (052-819-1788) （か薬）第1337号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2426号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  778120,142,0 第２どうとく薬局 〒457-0841 （調基１）第2588号        平成28年 4月 1日
     や南142 名古屋市南区豊田１－１４－５ （地支体）第709号         平成30年 4月 1日
     052-694-2432  (052-694-2433) （後発調１）第513号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1338号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2499号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  779120,143,8 桜台薬局 〒457-0005 （調基１）第729号         平成28年 4月 1日
     や南143 名古屋市南区桜台２－１７－２３ （後発調２）第15号        平成30年 4月 1日
     １Ｆ （在薬）第1820号          平成11年 4月 1日
     052-824-8832  (052-824-8835)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  780120,148,7 奥田薬局 〒457-0016 （調基１）第42号          平成28年 4月 1日
     や南148 名古屋市南区汐田町１１－２２ （在薬）第2500号          平成14年 5月 1日
     052-821-0787  (052-821-0787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  781120,154,5 スギヤマ薬局笠寺店 〒457-0025 （調基１）第1835号        平成28年 4月 1日
     や南154 名古屋市南区白雲町１６９ （後発調１）第427号       平成30年 4月 1日
     052-819-6172  (052-819-6192) （在薬）第2251号          平成13年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  782120,155,2 スギヤマ薬局豊店 〒457-0863 （調基１）第1836号        平成28年 4月 1日
     や南155 名古屋市南区豊４－１８－４８ （在薬）第2250号          平成13年 3月 1日
     052-819-5061  (052-819-5132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  783120,161,0 しょうなん調剤薬局呼〒457-0049 （調基１）第731号         平成28年 4月 1日
     や南161 続店 名古屋市南区北内町１－１４－１ （後発調２）第66号        平成30年 4月 1日
     052-819-0070  (052-819-0081) （在調）第1024号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第2678号          平成14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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   92

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  784120,163,6 たんぽぽ薬局たから店〒457-0826 （調基１）第347号         平成28年 4月 1日
     や南163 名古屋市南区中割町３－３アネッ （地支体）第573号         平成30年 4月 1日
     クス安井西側１階 （後発調３）第343号       平成30年 4月 1日
     052-614-5681  (052-614-5682) （在調）第202号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第537号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2746号          平成15年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  785120,166,9 チドリ薬局 〒457-0814 （調基１）第348号         平成28年 4月 1日
     や南166 名古屋市南区柴田本通４－１２－ （在薬）第2827号          平成15年 6月 1日
     ３
     052-611-0421  (052-611-0464)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  786120,171,9 相互薬局桜本町店 〒457-0038 （調基１）第349号         平成28年 4月 1日
     や南171 名古屋市南区桜本町４１－１ （後発調１）第299号       平成30年 4月 1日
     052-819-4470  (052-819-4480) （か薬）第1993号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第3110号          平成16年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  787120,173,5 スマイル調剤薬局鶴里〒457-0031 （調基１）第733号         平成28年 4月 1日
     や南173 店 名古屋市南区鯛取通４－１田口ビ
     ル３階３０２
     052-819-4355  (052-819-4355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  788120,175,0 道徳薬局 〒457-0841 （調基１）第2589号        平成28年 4月 1日
     や南175 名古屋市南区豊田１－２７－２０ （地支体）第710号         平成30年 4月 1日
     052-691-6177  (052-691-6189) （後発調１）第460号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1339号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3247号          平成17年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  789120,179,2 青りんご調剤薬局 〒457-0007 （調基１）第164号         平成28年 4月 1日
     や南179 名古屋市南区駈上２－７－５ （後発調１）第198号       平成30年 4月 1日
     052-825-0050  (052-825-0040) （在薬）第3318号          平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  790120,180,0 アベ薬局 〒457-0845 （調基１）第735号         平成28年 4月 1日
     や南180 名古屋市南区観音町１－６８ （か薬）第541号           平成28年 4月 1日
     052-691-6570  (052-691-6553) （在薬）第3379号          平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  791120,181,8 桐山薬局 〒457-0822 （調基１）第160号         平成28年 4月 1日
     や南181 名古屋市南区浜田町２－１２ （地支体）第253号         平成30年 4月 1日
     052-611-6760  (052-612-0470) （後発調１）第391号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1026号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3397号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  792120,182,6 たんぽぽ薬局大同店 〒457-0818 （調基３イ）第115号       平成30年 4月 1日
     や南182 名古屋市南区白水町８－４ （後発調３）第344号       平成30年 4月 1日
     052-618-3711  (052-611-3712) （在調）第517号           平成27年 3月 1日
     （か薬）第2218号          平成29年10月 1日
     （在薬）第3483号          平成18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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   93

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  793120,183,4 クオール薬局大同店 〒457-0818 （調基２）第89号          平成30年 4月 1日
     や南183 名古屋市南区白水町８－５ （後発調３）第443号       平成30年 4月 1日
     052-387-8989  (052-387-8990) （在調）第635号           平成28年 2月 1日
     （か薬）第1509号          平成28年 7月 1日
     （在薬）第3484号          平成18年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  794120,184,2 にじいろ調剤薬局 〒457-0027 （調基２）第24号          平成30年 4月 1日
     や南184 名古屋市南区弥生町１００－１ （後発調３）第222号       平成30年 4月 1日
     052-825-0010  (052-825-0020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  795120,187,5 相談薬局の大津 〒457-0827 （調基１）第736号         平成28年 4月 1日
     や南187 名古屋市南区北頭町４－５０ （後発調２）第204号       平成30年 4月 1日
     052-619-7811  (052-619-7812) （か薬）第252号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4785号          平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  796120,188,3 竹内薬局笠寺店 〒457-0045 （調基１）第737号         平成28年 4月 1日
     や南188 名古屋市南区松城町３－３７ （地支体）第354号         平成30年 4月 1日
     052-821-2551  (052-821-2552) （後発調２）第337号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2383号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第3630号          平成19年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  797120,191,7 エンゼル薬局名古屋南〒457-0841 （調基１）第1837号        平成28年 4月 1日
     や南191 店 名古屋市南区豊田１－３６－６ （地支体）第355号         平成30年 4月 1日
     052-698-7377  (052-698-7378) （後発調３）第400号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第253号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3799号          平成20年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  798120,192,5 さくら調剤薬局 〒457-0038 （調基１）第1838号        平成28年 4月 1日
     や南192 名古屋市南区桜本町３９一木マン （後発調２）第324号       平成30年 4月 1日
     ション１階１ （在薬）第3811号          平成20年 6月 1日
     052-819-6877  (052-783-5560)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  799120,193,3 キョーワ薬局　大江店〒457-0836 （調基１）第2637号        平成28年 5月 3日
     や南193 名古屋市南区加福本通３－３７－ （地支体）第711号         平成30年 4月 1日
     １ （後発調１）第690号       平成30年 5月 1日
     052-614-1291  (052-614-1292) （在調）第771号           平成28年 6月 1日
     （か薬）第1427号          平成28年 5月16日
     （在薬）第5661号          平成28年 5月 3日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  800120,194,1 スギ薬局　笠寺店 〒457-0044 （調基１）第2388号        平成28年 4月 1日
     や南194 名古屋市南区柵下町３－３－２ （後発調２）第448号       平成30年 4月 1日
     052-829-2061  (052-821-5581) （在調）第607号           平成27年12月 1日
     （在薬）第3904号          平成20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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   94

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  801120,195,8 クオール薬局　笠寺店〒457-0058 （調基１）第1839号        平成28年 4月 1日
     や南195 名古屋市南区前浜通６－４９ （調基３ロ）第172号       平成30年 4月 1日
     052-819-3317  (052-819-3171) （後発調１）第514号       平成30年 4月 1日
     （在調）第105号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第1202号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4116号          平成21年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  802120,196,6 くるみ調剤薬局みなみ〒457-0841 （調基１）第739号         平成28年 4月 1日
     や南196 店 名古屋市南区豊田２－５－２１ （在調）第1085号          平成29年12月 1日
     052-613-7231  (052-613-7232) （か薬）第1760号          平成28年12月 1日
     （在薬）第4160号          平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  803120,197,4 高橋心清堂薬局 〒457-0803 （調基１）第1840号        平成28年 4月 1日
     や南197 名古屋市南区天白町３－８ （在薬）第4175号          平成21年 5月 1日
     052-611-7837  (052-611-7837)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  804120,198,2 マリン薬局　大磯通店〒457-0047 （調基１）第740号         平成28年 4月 1日
     や南198 名古屋市南区城下町２－３６－３ （後発調２）第678号       平成30年 5月 1日
     052-821-1100  (052-821-1116) （在調）第670号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第255号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4262号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  805120,200,6 わかば薬局かなめ店 〒457-0803 （調基１）第741号         平成28年 4月 1日
     や南200 名古屋市南区天白町１－１２－２ （地支体）第712号         平成30年 4月 1日
     052-619-6063  (052-619-6064) （後発調２）第544号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第54号            平成22年 3月 1日
     （在調）第106号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第542号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4341号          平成22年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  806120,202,2 みなみ調剤薬局　道徳〒457-0846 （調基１）第742号         平成28年 4月 1日
     や南202 店 名古屋市南区道徳通２－６７ （後発調３）第332号       平成30年 4月 1日
     052-691-8816  (052-691-8816) （在薬）第4374号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  807120,203,0 みなみ調剤薬局　赤坪〒457-0024 （調基１）第743号         平成28年 4月 1日
     や南203 店 名古屋市南区赤坪町２４３－１ （後発調２）第545号       平成30年 4月 1日
     052-823-8816  (052-823-8816) （在薬）第4375号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  808120,204,8 キョーワ薬局　桜本町〒457-0006 （調基１）第744号         平成28年 4月 1日
     や南204 店 名古屋市南区鳥栖１－１５－３４ （地支体）第51号          平成30年 4月 1日
     052-693-5355  (052-693-5825) （在調）第970号           平成29年 5月 1日
     （か薬）第543号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4376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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   95

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  809120,206,3 たんぽぽ薬局星崎店 〒457-0064 （調基１）第350号         平成28年 4月 1日
     や南206 名古屋市南区星崎１－１４２ （調基３イ）第116号       平成30年 4月 1日
     052-819-6651  (052-819-6652) （後発調３）第345号       平成30年 4月 1日
     （在調）第215号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第2081号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第4484号          平成22年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  810120,207,1 かりん薬局氷室調剤セ〒457-0841 （調基１）第745号         平成28年 4月 1日
     や南207 ンター 名古屋市南区豊田１－３０－１メ （調基２）第90号          平成30年 4月 1日
     ディコート１階 （後発調１）第692号       平成30年 5月 1日
     052-693-7246  (052-693-7247) （薬菌）第107号           平成26年 4月 1日
     （在調）第319号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第256号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4518号          平成22年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  811120,208,9 コジマ薬局 〒457-0013 （調基１）第1841号        平成28年 4月 1日
     や南208 名古屋市南区寺崎町２０－７　１ （在薬）第4548号          平成23年 3月 1日
     階
     052-811-5500  (052-811-5500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  812120,210,5 イオン薬局新瑞橋店 〒457-0012 （調基３ロ）第48号        平成30年 4月 1日
     や南210 名古屋市南区菊住１－７－１０イ （か薬）第2436号          平成30年 5月 1日
     オンモール新瑞橋１階 （在薬）第4580号          平成23年 3月 1日
     052-857-1919  (052-857-3731)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  813120,213,9 さくら薬局 〒457-0826 （調基１）第746号         平成28年 4月 1日
     や南213 名古屋市南区中割町１－３０－２ （後発調２）第382号       平成30年 4月 1日
     052-825-4321  (052-825-4322) （在調）第1019号          平成29年 8月 1日
     （か薬）第545号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4750号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  814120,214,7 松栄堂薬局 〒457-0863 （調基１）第747号         平成28年 4月 1日
     や南214 名古屋市南区豊１－４８－１０　 （地支体）第804号         平成30年 4月 1日
     １階 （後発調３）第529号       平成30年 5月 1日
     052-691-4694  (052-694-5466) （在調）第436号           平成26年 6月 1日
     （か薬）第257号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4777号          平成24年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  815120,215,4 スギ薬局　内田橋店 〒457-0862 （調基１）第2822号        平成29年 3月 1日
     や南215 名古屋市南区内田橋１－１－１３ （在薬）第4881号          平成24年12月 1日
     １階
     052-698-2061  (052-698-2061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  816120,217,0 ハーブ調剤薬局　笠寺〒457-0042 （調基１）第1419号        平成28年 4月 1日
     や南217 店 名古屋市南区曽池町４－３２ＡＣ （在薬）第5034号          平成25年 7月 1日
     Ｈビル１階
     052-883-8173  (052-883-8173)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   96

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  817120,218,8 フロンティア薬局桜台〒457-0005 （調基３イ）第117号       平成30年 4月 1日
     や南218 店 名古屋市南区桜台１－２７－１２ （か薬）第1961号          平成29年 6月 1日
     052-819-0345  (052-823-3188) （在薬）第5077号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  818120,219,6 アプリコ薬局　道徳店〒457-0847 （調基１）第1842号        平成28年 4月 1日
     や南219 名古屋市南区道徳新町５－２４ （地支体）第255号         平成30年 4月 1日
     052-692-1414  (052-692-1410) （在調）第458号           平成26年 8月 1日
     （か薬）第1027号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5189号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  819120,221,2 あいち調剤薬局 〒457-0846 （調基１）第1843号        平成28年 4月 1日
     や南221 名古屋市南区道徳通３－４３ （地支体）第152号         平成30年 4月 1日
     052-698-3052  (052-698-3152) （後発調３）第407号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1141号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第546号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5292号          平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  820120,222,0 鳥栖調剤薬局 〒457-0006 （調基１）第748号         平成28年 4月 1日
     や南222 名古屋市南区鳥栖２－２－２オー （地支体）第10号          平成30年 4月 1日
     ゼ鳥栖１０２ （後発調１）第16号        平成30年 4月 1日
     052-819-6220  (052-819-6020) （か薬）第6号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第5343号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  821120,223,8 ウエルシア薬局名古屋〒457-0823 （調基１）第749号         平成28年 4月 1日
     や南223 元塩町店 名古屋市南区元塩町５－６ （後発調１）第300号       平成30年 4月 1日
     052-619-6250  (052-619-6405) （在薬）第5344号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  822120,224,6 スギ薬局　笠寺南店 〒457-0052 （調基１）第2389号        平成28年 4月 1日
     や南224 名古屋市南区粕畠町３－１４ （後発調２）第449号       平成30年 4月 1日
     052-825-3561  (052-825-3562) （在薬）第5516号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  823120,225,3 スギ薬局　北内店 〒457-0049 （調基１）第2390号        平成28年 4月 1日
     や南225 名古屋市南区北内町２－１９－１ （調基３ロ）第112号       平成30年 4月 1日
     052-819-5300  (052-824-5544) （後発調３）第444号       平成30年 4月 1日
     （在薬）第5526号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  824120,226,1 わかば薬局内田橋店 〒457-0862 （調基１）第1844号        平成28年 4月 1日
     や南226 名古屋市南区内田橋２－５－２３ （地支体）第805号         平成30年 4月 1日
     052-825-3067  (052-825-3068) （後発調２）第547号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第225号           平成27年11月 1日
     （在調）第608号           平成27年12月 1日
     （か薬）第1428号          平成28年 5月 1日
     （在薬）第5527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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   97

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  825120,227,9 日本調剤　三条薬局 〒457-0866 （調基３ロ）第241号       平成30年 4月 1日
     や南227 名古屋市南区三条１－４－１ （後発調１）第515号       平成30年 4月 1日
     052-698-1501  (052-698-1502) （在調）第926号           平成29年 1月 1日
     （か薬）第2243号          平成29年11月 1日
     （在薬）第5840号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  826120,228,7 なの花薬局名古屋明治〒457-0862 （調基１）第2795号        平成29年 1月 1日
     や南228 店 名古屋市南区内田橋１－３０－１ （か薬）第1824号          平成29年 1月 1日
     ２ （在薬）第5841号          平成29年 1月 1日
     052-698-2111  (052-698-2112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  827120,229,5 なの花薬局名古屋桜店〒457-0038 （調基１）第2796号        平成29年 1月 1日
     や南229 名古屋市南区桜本町２－１６ （調基３ロ）第9号         平成30年 4月 1日
     052-825-0699  (052-825-0689) （在調）第927号           平成29年 1月 1日
     （か薬）第1825号          平成29年 1月 1日
     （在薬）第5842号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  828120,230,3 なの花薬局名古屋笠寺〒457-0038 （調基３ロ）第10号        平成30年 4月 1日
     や南230 店 名古屋市南区桜本町４７－１ （か薬）第1826号          平成29年 1月 1日
     052-823-3532  (052-823-3533) （在薬）第5843号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  829120,231,1 なの花薬局名古屋春日〒457-0038 （調基３ロ）第11号        平成30年 4月 1日
     や南231 野店 名古屋市南区桜本町１０８アピエ （か薬）第1915号          平成29年 5月 1日
     ス桜本町１階 （在薬）第5844号          平成29年 1月 1日
     052-819-3577  (052-819-3576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  830120,232,9 なの花薬局名古屋鶴田〒457-0003 （調基１）第2799号        平成29年 1月 1日
     や南232 店 名古屋市南区鶴田１－６－５ （地支体）第491号         平成30年 4月 1日
     052-821-1581  (052-821-1582) （か薬）第1828号          平成29年 1月 1日
     （在薬）第5845号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  831120,233,7 名南すこやか薬局 〒457-0805 （調基１）第3045号        平成29年12月 1日
     や南233 名古屋市南区三吉町５－３３１階 （後発調３）第144号       平成30年 4月 1日
     052-612-2500  (052-612-2510) （在薬）第6031号          平成29年11月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  832120,234,5 ゆうあい南ゆう薬局 〒457-0866 （調基１）第3084号        平成30年 1月 1日
     や南234 名古屋市南区三条１－４－５１階 （調基３イ）第212号       平成30年 4月 1日
     052-692-3804  (052-692-6804) （在調）第1093号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第6056号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  833120,235,2 スギ薬局　名南店 〒457-0851 （調基１）第3161号        平成30年 4月 1日
     や南235 名古屋市南区五条町２－１－２０ （在薬）第6112号          平成30年 4月 1日
     052-613-8050  (052-613-8051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  834120,236,0 菊住薬局 〒457-0012 （調基１）第3183号        平成30年 5月 1日
     や南236 名古屋市南区菊住２－１７－２４ （在薬）第6143号          平成30年 5月 1日
     052-693-5615  (052-693-5616)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   98

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  835130,046,1 プラス薬局 〒463-0021 （調基１）第750号         平成28年 4月 1日
     や守山46 名古屋市守山区大森４－２０５ （か薬）第39号            平成28年 4月 1日
     052-799-0282  (052-799-0282) （在薬）第624号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  836130,049,5 吉根堂長谷川薬局 〒463-0814 （調基１）第21号          平成28年 4月 1日
     や守山49 名古屋市守山区桔梗平１－２３０ （か薬）第7号             平成28年 4月 1日
     ６ （在薬）第5135号          平成25年11月23日
     052-736-9155  (052-736-9428)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  837130,051,1 アリーナ薬局 〒463-0021 （調基１）第751号         平成28年 4月 1日
     や守山51 名古屋市守山区大森１－１２０３ （地支体）第806号         平成30年 4月 1日
     －１ （後発調２）第548号       平成30年 4月 1日
     052-798-3600  (052-798-3222) （在調）第807号           平成28年 7月 1日
     （か薬）第547号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2627号          平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  838130,055,2 有限会社さくら調剤薬〒463-0066 （調基１）第109号         平成28年 4月 1日
     や守山55 局 名古屋市守山区町南１４－１４プ （後発調１）第199号       平成30年 4月 1日
     ロクシイスクエア町南１階 （か薬）第1203号          平成28年 4月 1日
     052-796-1636  (052-792-8337) （在薬）第52号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  839130,060,2 フラワー薬局もりやま〒463-0065 （調基１）第1845号        平成28年 4月 1日
     や守山60 店 名古屋市守山区廿軒家５ー７ （調基３イ）第213号       平成30年 4月 1日
     052-795-3993  (052-795-2662) （在薬）第2502号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  840130,061,0 薬局サンリバー 〒463-0076 （調基１）第131号         平成28年 4月 1日
     や守山61 名古屋市守山区鳥羽見２－１２－ （在薬）第51号            平成 8年 8月27日
     ８宝マンション新守山第８　１階
     052-793-0900  (052-793-8810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  841130,062,8 守山ひまわり薬局 〒463-0096 （調基１）第2590号        平成28年 4月 1日
     や守山62 名古屋市守山区森宮町２９５ （地支体）第153号         平成30年 4月 1日
     052-793-1907  (052-793-0979) （後発調３）第145号       平成30年 4月 1日
     （在調）第656号           平成28年 3月 1日
     （か薬）第1289号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3794号          平成20年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  842130,071,9 守山調剤センターケミ〒463-0089 （調基１）第352号         平成28年 4月 1日
     や守山71 スト薬局 名古屋市守山区西川原町４４ （か薬）第146号           平成28年 4月 1日
     052-795-6202  (052-795-6204) （在薬）第1521号          平成10年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  843130,080,0 ケア調剤薬局町北店 〒463-0074 （調基１）第204号         平成28年 4月 1日
     や守山80 名古屋市守山区町北１１－５９日 （後発調２）第67号        平成30年 4月 1日
     吉ビルディング１階 （在薬）第1909号          平成11年 8月 1日
     052-758-3232  (052-758-3232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日   99

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  844130,081,8 アリーナ薬局吉根店 〒463-0811 （調基１）第752号         平成28年 4月 1日
     や守山81 名古屋市守山区深沢１－７０３ （地支体）第807号         平成30年 4月 1日
     052-737-0070  (052-737-0071) （後発調２）第549号       平成30年 4月 1日
     （後発調３）第530号       平成30年 5月 1日
     （か薬）第548号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2505号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  845130,082,6 ケア調剤薬局白沢店 〒463-0092 （調基２）第5号           平成30年 4月 1日
     や守山82 名古屋市守山区白沢町１２７－１ （在調）第107号           平成24年 4月 1日
     052-758-5065  (052-758-5246) （在薬）第2023号          平成12年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  846130,085,9 ケミスト薬局小幡店 〒463-0011 （調基１）第353号         平成28年 4月 1日
     や守山85 名古屋市守山区小幡５－２－３ （後発調１）第62号        平成30年 4月 1日
     052-758-4350  (052-758-4351) （後発調２）第679号       平成30年 5月 1日
     （か薬）第147号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2427号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  847130,091,7 スギヤマ薬局千代田店〒463-0048 （調基１）第1846号        平成28年 4月 1日
     や守山91 名古屋市守山区小幡南３－１－４ （在調）第954号           平成29年 4月 1日
     １ （在薬）第2253号          平成13年 3月 1日
     052-792-8868  (052-792-8925)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  848130,092,5 スギヤマ薬局四軒家店〒463-0032 （調基１）第1847号        平成28年 4月 1日
     や守山92 名古屋市守山区白山２－１０１－ （在薬）第2252号          平成13年 3月 1日
     １
     052-777-3488  (052-777-3491)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  849130,094,1 ミント調剤薬局 〒463-0013 （調基１）第753号         平成28年 4月 1日
     や守山94 名古屋市守山区小幡中１－２１－ （か薬）第258号           平成28年 4月 1日
     １６ （在薬）第2219号          平成13年 4月 1日
     052-797-5225  (052-797-5226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  850130,095,8 キョーワ薬局　守山店〒463-0013 （調基１）第2893号        平成29年 4月 1日
     や守山95 名古屋市守山区小幡中２－１０－ （調基３イ）第118号       平成30年 4月 1日
     １５ （在調）第573号           平成27年 9月 1日
     052-796-7555  (052-796-7556) （か薬）第2371号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第2428号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  851130,096,6 ケミスト薬局　ひょう〒463-0055 （調基１）第354号         平成28年 4月 1日
     や守山96 たん山店 名古屋市守山区西新１０－２１－ （後発調２）第68号        平成30年 4月 1日
     ２ （後発調３）第531号       平成30年 5月 1日
     052-797-3770  (052-797-3771) （か薬）第148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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  100

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  852130,097,4 中日調剤薬局四軒家店〒463-0035 （調基１）第1848号        平成28年 4月 1日
     や守山97 名古屋市守山区森孝２－９６８メ （地支体）第154号         平成30年 4月 1日
     ゾンフカモト１Ｅ （後発調１）第691号       平成30年 5月 1日
     052-769-5801  (052-769-5802) （在調）第992号           平成29年 6月 1日
     （か薬）第550号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2624号          平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  853130,100,6 グリーン調剤薬局守山〒463-0048 （調基１）第754号         平成28年 4月 1日
     や守山100 店 名古屋市守山区小幡南１－１５１ （後発調１）第63号        平成30年 4月 1日
     １
     052-792-1140  (052-792-1140)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  854130,101,4 ひまわり調剤薬局 〒463-0014 （調基１）第755号         平成28年 4月 1日
     や守山101 名古屋市守山区城南町１９－５ （後発調３）第13号        平成30年 4月 1日
     052-795-6575  (052-795-6576) （か薬）第259号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5190号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  855130,102,2 ありす薬局守山店 〒463-0063 （調基１）第3134号        平成30年 4月 1日
     や守山102 名古屋市守山区八反５－２４ （在薬）第2700号          平成14年11月 1日
     052-758-3300  (052-758-3301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  856130,104,8 有限会社ミドリ薬局 〒463-0096 （調基１）第355号         平成28年 4月 1日
     や守山104 名古屋市守山区森宮町５０ （後発調３）第420号       平成30年 4月 1日
     052-796-0029  (052-796-0029) （在薬）第4715号          平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  857130,105,5 有限会社ミドリ薬局守〒463-0067 （調基１）第756号         平成28年 4月 1日
     や守山105 山中央調剤センター 名古屋市守山区守山２－２４－１ （地支体）第713号         平成30年 4月 1日
     052-791-5836  (052-791-5834) （か薬）第1748号          平成28年12月 1日
     （在薬）第4716号          平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  858130,107,1 光調剤薬局 〒463-0003 （調基１）第757号         平成28年 4月 1日
     や守山107 名古屋市守山区下志段味作り道１ （後発調３）第73号        平成30年 4月 1日
     ６０４－１ （か薬）第149号           平成28年 4月 1日
     052-739-2347  (052-739-2348) （在薬）第3667号          平成19年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  859130,108,9 しょうなん調剤薬局瀬〒463-0090 （調基１）第758号         平成28年 4月 1日
     や守山108 古店 名古屋市守山区瀬古東３－１４０ （後発調２）第325号       平成30年 4月 1日
     052-758-4797  (052-758-4798) （在調）第15号            平成24年 4月 1日
     （在薬）第2864号          平成15年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  860130,109,7 アイランド薬局四軒家〒463-0032 （調基１）第759号         平成28年 4月 1日
     や守山109 店 名古屋市守山区白山３－１３０５ （地支体）第762号         平成30年 4月 1日
     －１ （か薬）第1916号          平成29年 5月 1日
     052-773-8875  (052-773-8915) （在薬）第2878号          平成15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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  101

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  861130,111,3 こころ薬局 〒463-0084 （調基１）第43号          平成28年 4月 1日
     や守山111 名古屋市守山区西城２－１３－１ （か薬）第8号             平成28年 4月 1日
     ３ （在薬）第3002号          平成16年 6月 1日
     052-758-1400  (052-758-1401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  862130,112,1 有限会社ミドリ薬局小〒463-0048 （調基１）第760号         平成28年 4月 1日
     や守山112 幡店 名古屋市守山区小幡南３－５－１ （か薬）第260号           平成28年 4月 1日
     052-797-6789  (052-797-6788) （在薬）第4176号          平成21年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  863130,114,7 Ｖ・ｄｒｕｇ　守山吉〒463-0812 （調基１）第761号         平成28年 4月 1日
     や守山114 根薬局 名古屋市守山区笹ヶ根１－１５１ （後発調１）第103号       平成30年 4月 1日
     ０ （在調）第826号           平成28年 8月 1日
     052-739-2701  (052-739-2702) （か薬）第1510号          平成28年 7月 1日
     （在薬）第3238号          平成17年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  864130,115,4 豊多薬局 〒463-0808 （調基１）第762号         平成28年 4月 1日
     や守山115 名古屋市守山区花咲台１－９０５ （在薬）第3271号          平成17年 8月 1日
     052-739-3811  (052-739-3810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  865130,117,0 鈴木薬局もりやま店 〒463-0036 （調基１）第2591号        平成28年 4月 1日
     や守山117 名古屋市守山区向台１－３０４－ （在薬）第3461号          平成18年 9月 1日
     １
     052-779-0172  (052-779-0173)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  866130,122,0 あいかわ薬局 〒463-0079 （調基１）第764号         平成28年 4月 1日
     や守山122 名古屋市守山区幸心２－１０２ （地支体）第52号          平成30年 4月 1日
     052-758-4333  (052-758-4332) （後発調２）第69号        平成30年 4月 1日
     （在調）第699号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第551号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3585号          平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  867130,123,8 有限会社ミドリ薬局吉〒463-0809 （調基１）第356号         平成28年 4月 1日
     や守山123 根店 名古屋市守山区平池東８０５－２ （後発調２）第383号       平成30年 4月 1日
     052-739-2588  (052-739-2533) （在薬）第4529号          平成23年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  868130,124,6 アイランド薬局小幡店〒463-0011 （調基３イ）第214号       平成30年 4月 1日
     や守山124 名古屋市守山区小幡３－７－２７ （か薬）第2244号          平成29年11月 1日
     052-758-4189  (052-758-4191) （在薬）第3653号          平成19年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  869130,125,3 Ｖ・ｄｒｕｇ　守山大〒463-0083 （調基１）第765号         平成28年 4月 1日
     や守山125 永寺薬局 名古屋市守山区村合町２２２ （在調）第530号           平成27年 4月 1日
     052-795-3681  (052-795-3668) （か薬）第2405号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第3705号          平成20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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  102

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  870130,126,1 トーカイ薬局守山店 〒463-0090 （調基３イ）第119号       平成30年 4月 1日
     や守山126 名古屋市守山区瀬古東２－３３８ （後発調１）第301号       平成30年 4月 1日
     052-792-8666  (052-792-8677) （か薬）第1028号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3735号          平成20年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  871130,127,9 どんぐり調剤薬局 〒463-0021 （調基１）第1849号        平成28年 4月 1日
     や守山127 名古屋市守山区大森１－２１１４ （在薬）第5131号          平成26年 1月 1日
     052-602-9955  (052-602-9956)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  872130,130,3 イオン薬局守山店 〒463-0812 （調基１）第1850号        平成28年 4月 1日
     や守山130 名古屋市守山区笹ヶ根３－１２２ （後発調１）第200号       平成30年 4月 1日
     ８イオン守山店１階 （か薬）第2303号          平成30年 1月 1日
     052-739-1981  (052-739-0185) （在薬）第5062号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  873130,135,2 アリーナ薬局　四軒家〒463-0032 （調基１）第766号         平成28年 4月 1日
     や守山135 店 名古屋市守山区白山４－１００１ （地支体）第808号         平成30年 4月 1日
     －２ （後発調２）第550号       平成30年 4月 1日
     052-760-2800  (052-760-2809) （在調）第840号           平成28年 9月 1日
     （か薬）第553号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4177号          平成21年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  874130,140,2 かりん薬局守山調剤セ〒463-0803 （調基１）第767号         平成28年 4月 1日
     や守山140 ンター 名古屋市守山区日の後７０９－２ （在薬）第4279号          平成21年10月 1日
     052-739-5443  (052-739-5444)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  875130,141,0 わかば調剤薬局 〒463-0001 （調基１）第205号         平成28年 4月 1日
     や守山141 名古屋市守山区上志段味海東４６ （在調）第1142号          平成30年 4月 1日
     ８－２ （か薬）第554号           平成28年 4月 1日
     052-739-7005  (052-739-7006) （在薬）第4427号          平成22年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  876130,143,6 もちの木薬局ひのご店〒463-0803 （調基３イ）第215号       平成30年 4月 1日
     や守山143 名古屋市守山区日の後１１０６－ （か薬）第555号           平成28年 4月 1日
     ３ （在薬）第4520号          平成22年12月 1日
     052-739-0083  (052-739-0084)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  877130,144,4 もちの木薬局守山店 〒463-0804 （調基１）第1851号        平成28年 4月 1日
     や守山144 名古屋市守山区泉が丘１７０１ （調基３イ）第216号       平成30年 4月 1日
     052-739-3506  (052-739-3507) （か薬）第556号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4521号          平成22年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  878130,145,1 こもれび薬局 〒463-0009 （調基１）第1852号        平成28年 4月 1日
     や守山145 名古屋市守山区緑ヶ丘１０７プレ （地支体）第574号         平成30年 4月 1日
     ステージ小幡緑地１階 （後発調２）第551号       平成30年 4月 1日
     052-791-2791  (052-791-2790) （在調）第109号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第1994号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第4544号          平成23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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  103

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  879130,146,9 ブルーベリー薬局 〒463-0065 （調基１）第1853号        平成28年 4月 1日
     や守山146 名古屋市守山区廿軒家１４－４６ （後発調２）第552号       平成30年 4月 1日
     052-794-7587  (052-794-7570) （在調）第827号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第1029号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5276号          平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  880130,148,5 浅井調剤薬局おばた店〒463-0048 （調基１）第768号         平成28年 4月 1日
     や守山148 名古屋市守山区小幡南１－１５－ （地支体）第575号         平成30年 4月 1日
     ３３ （在調）第110号           平成24年 4月 1日
     052-797-7015  (052-797-7016) （か薬）第558号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4597号          平成23年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  881130,149,3 おばた駅前調剤薬局 〒463-0011 （調基１）第769号         平成28年 4月 1日
     や守山149 名古屋市守山区小幡１－２－２ （か薬）第1444号          平成28年 5月25日
     052-768-6677  (052-800-3722) （在薬）第4621号          平成23年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  882130,150,1 こうしん調剤薬局 〒463-0079 （調基１）第770号         平成28年 4月 1日
     や守山150 名古屋市守山区幸心３－１００８ （後発調２）第16号        平成30年 4月 1日
     052-726-5992  (052-726-5993) （在薬）第4691号          平成24年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  883130,151,9 エムハート薬局　アク〒463-0048 （調基１）第771号         平成28年 4月 1日
     や守山151 ロス小幡店 名古屋市守山区小幡南１－２４－ （地支体）第155号         平成30年 4月 1日
     １０アクロス小幡２階 （在調）第493号           平成26年11月 1日
     052-758-3727  (052-758-3728) （か薬）第9号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第4740号          平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  884130,153,5 クリエイト薬局名古屋〒463-0090 （調基１）第1854号        平成28年 4月 1日
     や守山153 瀬古東店 名古屋市守山区瀬古東３－１１６ （後発調２）第384号       平成30年 4月 1日
     １ （在薬）第4792号          平成24年 8月 1日
     052-758-5320  (052-758-5321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  885130,154,3 さくら調剤薬局　守山〒463-0067 （調基１）第772号         平成28年 4月 1日
     や守山154 店 名古屋市守山区守山２－２２－１ （調基３イ）第217号       平成30年 4月 1日
     ３ （か薬）第1394号          平成28年 5月 1日
     052-795-7271  (052-795-7270) （在薬）第4821号          平成24年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  886130,155,0 コスモス調剤薬局　天〒463-0037 （調基１）第2844号        平成29年 4月 1日
     や守山155 子田店 名古屋市守山区天子田２－１８０ （調基３イ）第11号        平成30年 4月 1日
     ２－２ （後発調３）第14号        平成30年 4月 1日
     052-769-4081  （か薬）第2125号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第4822号          平成24年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  887130,156,8 ドラッグセイムス守山〒463-0056 （調基１）第773号         平成28年 4月 1日
     や守山156 新城薬局 名古屋市守山区新城２２－１６ （か薬）第1917号          平成29年 5月 1日
     052-778-9583  (052-778-9584) （在薬）第4950号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  104

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  888130,157,6 ぽぷり薬局しけんや店〒463-0034 （調基１）第1855号        平成28年 4月 1日
     や守山157 名古屋市守山区四軒家２－５５０ （地支体）第256号         平成30年 4月 1日
     クロスロード藤ヶ丘北１階 （後発調１）第396号       平成30年 4月 1日
     052-739-6037  (052-739-6038) （か薬）第559号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4897号          平成25年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  889130,158,4 守山ドレミ薬局 〒463-0003 （調基３イ）第41号        平成30年 4月 1日
     や守山158 名古屋市守山区下志段味横堤１４ （後発調１）第17号        平成30年 4月 1日
     ５９ （在薬）第4934号          平成25年 4月 1日
     052-725-9267  (052-725-9268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  890130,159,2 サクラ井薬局　守山店〒463-0086 （調基１）第774号         平成28年 4月 1日
     や守山159 名古屋市守山区永森町３０ときわ （か薬）第2082号          平成29年 7月 1日
     荘１ （在薬）第4972号          平成25年 5月 1日
     052-739-5508  (052-739-5502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  891130,160,0 ココカラファイン薬局〒463-0032 （調基１）第1856号        平成28年 4月 1日
     や守山160 　守山白山店 名古屋市守山区白山３－５０２ （調基３ロ）第173号       平成30年 4月 1日
     052-773-5515  (052-773-5626) （か薬）第560号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4990号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  892130,162,6 スカイ薬局 〒463-0051 （調基１）第775号         平成28年 4月 1日
     や守山162 名古屋市守山区小幡太田３－３７ （地支体）第809号         平成30年 4月 1日
     052-797-9775  (052-797-9776) （後発調１）第461号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1143号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第2400号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第5136号          平成25年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  893130,163,4 中日調剤薬局　小幡緑〒463-0011 （調基１）第1857号        平成28年 4月 1日
     や守山163 地店 名古屋市守山区小幡３－１－２エ （か薬）第561号           平成28年 4月 1日
     ムエス小幡緑地１階 （在薬）第5170号          平成26年 3月 1日
     052-799-9071  (052-799-9072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  894130,165,9 アリーナ薬局　元郷店〒463-0025 （調基１）第776号         平成28年 4月 1日
     や守山165 名古屋市守山区元郷２－１４０３ （在調）第808号           平成28年 7月 1日
     －１ （在薬）第5192号          平成26年 4月 1日
     052-778-8166  (052-778-8182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  895130,167,5 そよ風薬局瀬古店 〒463-0068 （調基３イ）第120号       平成30年 4月 1日
     や守山167 名古屋市守山区瀬古１－７２０－ （後発調２）第385号       平成30年 4月 1日
     ２ （在薬）第5278号          平成26年 7月 1日
     052-758-1651  (052-758-1652)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  896130,168,3 フロンティア薬局小幡〒463-0047 （調基３イ）第121号       平成30年 4月 1日
     や守山168 店 名古屋市守山区小幡常燈１－２ （か薬）第562号           平成28年 4月 1日
     052-758-5123  (052-795-1535) （在薬）第5310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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  105

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  897130,169,1 もりくま薬局 〒463-0090 （調基１）第777号         平成28年 4月 1日
     や守山169 名古屋市守山区瀬古東３－１２４ （後発調１）第393号       平成30年 4月 1日
     ６－２ （か薬）第2339号          平成30年 2月 1日
     052-794-3330  (052-794-3339) （在薬）第5385号          平成27年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  898130,170,9 スギ薬局　守山幸心店〒463-0079 （調基１）第2391号        平成28年 4月 1日
     や守山170 名古屋市守山区幸心３－１４０４ （後発調２）第450号       平成30年 4月 1日
     052-726-6731  (052-726-6732) （在薬）第5517号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  899130,171,7 あさひ調剤薬局きたや〒463-0017 （調基１）第778号         平成28年 4月 1日
     や守山171 ま店 名古屋市守山区喜多山１－７－３ （地支体）第763号         平成30年 4月 1日
     052-758-2613  (052-758-2615) （後発調３）第445号       平成30年 4月 1日
     （在調）第809号           平成28年 7月 1日
     （か薬）第261号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5528号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  900130,172,5 Ｖ・ｄｒｕｇ　上志段〒463-0001 （調基３イ）第42号        平成30年 4月 1日
     や守山172 味薬局 名古屋市守山区上志段味羽根前５ （後発調２）第113号       平成30年 4月 1日
     ９８ （在調）第906号           平成28年11月 1日
     052-739-7061  (052-739-7062) （か薬）第563号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5529号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  901130,173,3 キョーワ薬局　小幡店〒463-0011 （調基３イ）第122号       平成30年 4月 1日
     や守山173 名古屋市守山区小幡３－２２－３ （在調）第1202号          平成30年 5月 1日
     ３ （か薬）第1551号          平成28年 8月 1日
     052-791-8511  (052-791-8512) （在薬）第5604号          平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  902130,174,1 コスモス調剤薬局　大〒463-0021 （調基１）第779号         平成28年 4月 1日
     や守山174 森店 名古屋市守山区大森４－１９０６ （地支体）第2号           平成30年 4月 1日
     052-778-8002  (052-778-8003) （後発調３）第15号        平成30年 4月 1日
     （在調）第660号           平成28年 3月 1日
     （か薬）第1995号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第5623号          平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  903130,175,8 もりのいずみ薬局　守〒463-0811 （調基１）第2621号        平成28年 5月 1日
     や守山175 山店 名古屋市守山区深沢１－３１３ （在薬）第5648号          平成28年 5月 1日
     052-739-5703  (052-739-5713)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  904130,176,6 パーク薬局 〒463-0802 （調基３イ）第43号        平成30年 4月 1日
     や守山176 名古屋市守山区大森北２－１９０ （後発調１）第693号       平成30年 5月 1日
     ９、１９１１ （か薬）第1678号          平成28年10月 1日
     052-768-1321  (052-768-1322) （在薬）第5769号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  905130,177,4 有限会社ミドリ薬局　〒463-0056 （調基１）第2812号        平成29年 3月 1日
     や守山177 守山新城店 名古屋市守山区新城１３－２０中 （在薬）第5862号          平成29年 3月 1日
     新田ビル１階
     052-739-7080  (052-739-7081)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  106

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  906130,180,8 ひまわり薬局大永寺店〒463-0086 （調基１）第3005号        平成29年 9月 1日
     や守山180 名古屋市守山区永森町３４１ （か薬）第2367号          平成30年 3月 1日
     052-725-8108  (052-725-8109) （在薬）第5984号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  907130,181,6 Ｖ・ｄｒｕｇ　志段味〒463-0003 （調基３イ）第44号        平成30年 4月 1日
     や守山181 西薬局 名古屋市守山区下志段味西ノ原８ （在薬）第6093号          平成30年 3月 1日
     ４８
     052-715-5281  (052-715-5282)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  908130,182,4 みつばち薬局 〒463-0065 （調基１）第3193号        平成30年 6月 1日
     や守山182 名古屋市守山区廿軒家２２－４０ （在薬）第6158号          平成30年 6月 1日
     　１階
     052-737-1077  (052-737-1078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  909140,021,2 渡邊薬局 〒458-0013 （調基１）第206号         平成28年 4月 1日
     や緑21 名古屋市緑区ほら貝２－２４２
     052-876-1589  (052-876-1589)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  910140,039,4 新生堂薬局 〒458-0924 （調基１）第357号         平成28年 4月 1日
     や緑39 名古屋市緑区有松２３０３ （か薬）第564号           平成28年 4月 1日
     052-621-3936  (052-621-3952) （在薬）第1765号          平成10年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  911140,054,3 なかむら薬局 〒458-0802 （調基１）第781号         平成28年 4月 1日
     や緑54 名古屋市緑区兵庫１－１０５ （在薬）第798号           平成 7年10月18日
     052-877-0998  (052-877-0998)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  912140,056,8 ライオン薬局 〒458-0044 （調基１）第782号         平成28年 4月 1日
     や緑56 名古屋市緑区池上台２－２８ （か薬）第262号           平成28年 4月 1日
     052-891-7282  (052-891-3502) （在薬）第809号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  913140,057,6 津村薬局 〒459-8001 （調基１）第1858号        平成28年 4月 1日
     や緑57 名古屋市緑区大高町鷲津１４３ （後発調１）第64号        平成30年 4月 1日
     052-621-2476  (052-621-4148) （か薬）第2153号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第50号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  914140,062,6 みどり薬局 〒458-0801 （調基１）第783号         平成28年 4月 1日
     や緑62 名古屋市緑区鳴海町矢切３３ （地支体）第257号         平成30年 4月 1日
     052-896-1286  (052-896-1296) （在調）第11号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第263号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第799号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  915140,065,9 大高薬局 〒459-8001 （調基１）第25号          平成28年 4月 1日
     や緑65 名古屋市緑区大高町鳥戸３９－１ （在薬）第2506号          平成14年 5月 1日
     052-625-5860  (052-625-5860)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  107

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  916140,069,1 フカヤ薬局森の里店 〒459-8002 （調基１）第1859号        平成28年 4月 1日
     や緑69 名古屋市緑区森の里１－８７ （地支体）第156号         平成30年 4月 1日
     052-624-1266  (052-624-1349) （後発調２）第680号       平成30年 5月 1日
     （在調）第5号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第264号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3462号          平成18年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  917140,074,1 Ｖ・ｄｒｕｇ　潮見が〒458-0037 （調基１）第785号         平成28年 4月 1日
     や緑74 丘薬局 名古屋市緑区潮見が丘１－７１－ （地支体）第349号         平成30年 4月 1日
     １ （在調）第1144号          平成30年 4月 1日
     052-896-8631  (052-896-8632) （か薬）第1761号          平成28年12月 1日
     （在薬）第3010号          平成16年 5月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  918140,075,8 Ｖ・ｄｒｕｇ　緑鳴丘〒458-0006 （調基１）第786号         平成28年 4月 1日
     や緑75 薬局 名古屋市緑区細口２ー１１０ （か薬）第1797号          平成29年 1月 1日
     052-878-6680  (052-878-6681) （在薬）第1557号          平成10年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  919140,081,6 あいかわ薬局 〒458-0011 （調基１）第787号         平成28年 4月 1日
     や緑81 名古屋市緑区相川２－１２１ （地支体）第157号         平成30年 4月 1日
     052-896-1893  (052-892-3826) （後発調２）第681号       平成30年 5月 1日
     （在調）第700号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第1204号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第1664号          平成10年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  920140,086,5 有限会社樋口薬局 〒458-0021 （調基１）第789号         平成28年 4月 1日
     や緑86 名古屋市緑区滝ノ水４－２４０５ （地支体）第158号         平成30年 4月 1日
     052-895-6471  (052-899-1276) （在調）第1145号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第566号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1792号          平成11年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  921140,091,5 黒沢台調剤薬局 〒458-0003 （調基１）第1860号        平成28年 4月 1日
     や緑91 名古屋市緑区黒沢台５－１３２５ （後発調２）第114号       平成30年 4月 1日
     052-877-0765  (052-877-0719) （在薬）第1928号          平成11年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  922140,092,3 ももやま薬局 〒458-0002 （調基１）第2897号        平成29年 4月 1日
     や緑92 名古屋市緑区桃山１－３１ （在薬）第3063号          平成16年 9月 1日
     052-878-1829  (052-878-2238)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  923140,097,2 こいえ調剤薬局 〒458-0919 （調基１）第358号         平成28年 4月 1日
     や緑97 名古屋市緑区桶狭間神明１３５７ （地支体）第159号         平成30年 4月 1日
     052-623-5885  (052-625-6770) （後発調１）第203号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第567号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2138号          平成12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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  108

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  924140,098,0 フラワー調剤薬局 〒458-0910 （調基１）第790号         平成28年 4月 1日
     や緑98 名古屋市緑区桶狭間森前２１１８ （地支体）第356号         平成30年 4月 1日
     052-626-3100  (052-626-3101) （後発調１）第204号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第268号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2170号          平成12年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  925140,099,8 ぽぽ調剤薬局 〒458-0036 （調基１）第791号         平成28年 4月 1日
     や緑99 名古屋市緑区六田１－１９２ （後発調１）第402号       平成30年 4月 1日
     052-629-0561  (052-629-0558) （在調）第43号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第2091号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第3137号          平成16年11月22日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  926140,102,0 スギヤマ薬局神の倉店〒458-0813 （調基１）第1861号        平成28年 4月 1日
     や緑102 名古屋市緑区藤塚１－１０３ （後発調１）第419号       平成30年 4月 1日
     052-879-2721  (052-879-2732) （在調）第587号           平成27年10月 1日
     （在薬）第2254号          平成13年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  927140,103,8 うばこやま調剤薬局 〒458-0830 （調基１）第1862号        平成28年 4月 1日
     や緑103 名古屋市緑区姥子山５－７１０ （後発調１）第18号        平成30年 4月 1日
     052-629-2724  (052-629-2734) （か薬）第1030号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2294号          平成13年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  928140,104,6 スギヤマ薬局黒沢台店〒458-0003 （調基１）第1863号        平成28年 4月 1日
     や緑104 名古屋市緑区黒沢台４－１６１０ （後発調１）第694号       平成30年 5月 1日
     052-879-5211  (052-879-5214) （在薬）第2306号          平成13年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  929140,106,1 げんき堂薬局滝ノ水店〒458-0021 （調基１）第793号         平成28年 4月 1日
     や緑106 名古屋市緑区滝ノ水４－１５１７ （後発調２）第115号       平成30年 4月 1日
     052-893-5678  (052-893-5011) （在調）第111号           平成24年 4月 1日
     （在薬）第2329号          平成13年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  930140,113,7 きのはな調剤薬局 〒458-0045 （調基１）第1864号        平成28年 4月 1日
     や緑113 名古屋市緑区鹿山２－４３－１ （地支体）第764号         平成30年 4月 1日
     052-899-3851  (052-899-3852) （薬菌）第109号           平成26年 4月 1日
     （薬菌）第282号           平成30年 4月 1日
     （在調）第1146号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第265号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5078号          平成25年 8月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  931140,115,2 げんき堂薬局神沢店 〒458-0014 （調基１）第1865号        平成28年 4月 1日
     や緑115 名古屋市緑区神沢３－２２２０－ （在薬）第2665号          平成14年10月 1日
     １
     052-879-3211  (052-879-6011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  932140,116,0 すずめ調剤薬局 〒458-0919 （調基１）第207号         平成28年 4月 1日
     や緑116 名古屋市緑区桶狭間神明１５３３ （後発調１）第104号       平成30年 4月 1日
     052-626-3391  (052-626-3392) （在薬）第2702号          平成14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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  109

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  933140,117,8 たんぽぽ薬局桃山店 〒458-0002 （調基１）第359号         平成28年 4月 1日
     や緑117 名古屋市緑区桃山１－５７ （地支体）第492号         平成30年 4月 1日
     052-879-5721  (052-877-7362) （後発調３）第346号       平成30年 4月 1日
     （在調）第6号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第1762号          平成28年12月 1日
     （在薬）第2812号          平成15年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  934140,118,6 アイランド薬局鳴海店〒458-0804 （調基３イ）第123号       平成30年 4月 1日
     や緑118 名古屋市緑区亀が洞１－７０１ノ （か薬）第2144号          平成29年 8月 1日
     ーブルメゾン徳重１階 （在薬）第2879号          平成15年 9月 1日
     052-878-6660  (052-878-6660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  935140,119,4 はまべ調剤薬局 〒458-0830 （調基１）第208号         平成28年 4月 1日
     や緑119 名古屋市緑区姥子山１－６０９ （地支体）第161号         平成30年 4月 1日
     052-629-3315  (052-629-3316) （後発調３）第146号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2304号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第2897号          平成15年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  936140,125,1 このみ薬局 〒458-0924 （調基１）第794号         平成28年 4月 1日
     や緑125 名古屋市緑区有松２６１７アイボ （地支体）第810号         平成30年 4月 1日
     リー有松１階 （後発調１）第462号       平成30年 4月 1日
     052-623-0500  (052-623-0499) （在調）第113号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第1031号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3064号          平成16年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  937140,128,5 げんき堂薬局鳴海店 〒458-0801 （調基１）第107号         平成28年 4月 1日
     や緑128 名古屋市緑区鳴海町三高根５５－ （後発調１）第205号       平成30年 4月 1日
     １ （在調）第114号           平成24年 4月 1日
     052-895-8558  (052-895-1221) （在薬）第3113号          平成16年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  938140,130,1 しのの風薬局 〒458-0015 （調基１）第1866号        平成28年 4月 1日
     や緑130 名古屋市緑区篠の風２－４２４－ （在薬）第3172号          平成17年 2月 1日
     ４
     052-877-6130  (052-877-6130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  939140,135,0 東栄調剤薬局 〒458-0037 （調基１）第795号         平成28年 4月 1日
     や緑135 名古屋市緑区潮見が丘２－２８８
     ユニーブル第２潮見が丘１０３
     052-896-6011  (052-896-6022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  940140,138,4 Ｋ’ｚ調剤薬局徳重店〒458-0815 （調基１）第1867号        平成28年 4月 1日
     や緑138 名古屋市緑区徳重５－４０１－１ （地支体）第837号         平成30年 4月 1日
     052-875-0020  (052-875-0040) （薬菌）第205号           平成26年 9月 1日
     （か薬）第1464号          平成28年 5月31日
     （在薬）第3357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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  110

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  941140,139,2 ベル薬局 〒458-0037 （調基１）第2607号        平成28年 4月 1日
     や緑139 名古屋市緑区潮見が丘１－６１汐 （在薬）第3425号          平成18年 6月 1日
     見ハイツ１０３
     052-891-1166  (052-891-1955)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  942140,141,8 あさい薬局浦里店 〒458-0847 （調基１）第797号         平成28年 4月 1日
     や緑141 名古屋市緑区浦里３－１６１ハイ （地支体）第162号         平成30年 4月 1日
     ツ久野１０１号室 （後発調３）第223号       平成30年 4月 1日
     052-891-2081  (052-891-2081) （か薬）第266号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3452号          平成18年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  943140,143,4 くるみ調剤薬局みどり〒458-0833 （調基１）第1430号        平成28年 4月 1日
     や緑143 区役所前店 名古屋市緑区青山３－２４ （地支体）第576号         平成30年 4月 1日
     052-624-7055  (052-624-7045) （後発調２）第682号       平成30年 5月 1日
     （薬菌）第218号           平成27年 8月 1日
     （在調）第548号           平成27年 7月 1日
     （か薬）第1032号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4189号          平成21年 5月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  944140,147,5 かずまる薬局浦里店 〒458-0847 （調基１）第1869号        平成28年 4月 1日
     や緑147 名古屋市緑区浦里４－１０２－１ （後発調１）第463号       平成30年 4月 1日
     052-899-0010  (052-899-0011) （在薬）第3692号          平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  945140,152,5 イオン薬局大高店 〒459-8016 （調基３ロ）第12号        平成30年 4月 1日
     や緑152 名古屋市緑区南大高２－４５０イ （後発調２）第116号       平成30年 4月 1日
     オン大高店１階 （か薬）第2354号          平成30年 3月 1日
     052-629-4100  (052-621-6888) （在薬）第5063号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  946140,153,3 スギ薬局　白土店 〒458-0813 （調基１）第2392号        平成28年 4月 1日
     や緑153 名古屋市緑区藤塚２－１２１５ （在薬）第3906号          平成20年 9月 1日
     052-879-3725  (052-879-3726)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  947140,154,1 スギ薬局　鳴海店 〒458-0023 （調基１）第2393号        平成28年 4月 1日
     や緑154 名古屋市緑区鴻仏目２－１１０ （在調）第390号           平成26年 4月 1日
     052-879-5594  (052-879-5596) （在薬）第3907号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  948140,155,8 スギ薬局　清水山店 〒458-0919 （調基１）第2394号        平成28年 4月 1日
     や緑155 名古屋市緑区桶狭間神明３９０１ （後発調１）第598号       平成30年 4月 1日
     052-626-1261  (052-626-1262) （在薬）第3908号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  949140,156,6 スギ薬局　姥子山店 〒458-0830 （調基１）第2395号        平成28年 4月 1日
     や緑156 名古屋市緑区姥子山２－６０１ （後発調１）第599号       平成30年 4月 1日
     052-629-3297  (052-626-2271) （在薬）第3909号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  950140,158,2 スギ薬局　徳重店 〒458-0814 （調基１）第2823号        平成29年 3月 1日
     や緑158 名古屋市緑区鶴が沢１－２３０４ （後発調１）第600号       平成30年 4月 1日
     052-879-6410  (052-878-1195) （在薬）第3911号          平成20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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  111

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  951140,160,8 キョーワ薬局　みどり〒458-0813 （調基１）第1870号        平成28年 4月 1日
     や緑160 藤塚店 名古屋市緑区藤塚３－２６１０ （調基３イ）第218号       平成30年 4月 1日
     052-877-7222  (052-877-7500) （在調）第971号           平成29年 5月 1日
     （か薬）第569号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4057号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  952140,161,6 キョーワ薬局　池上台〒458-0044 （調基１）第2898号        平成29年 4月 1日
     や緑161 店 名古屋市緑区池上台２－２６８ア （調基３イ）第219号       平成30年 4月 1日
     クタス池上台１階 （在調）第972号           平成29年 5月 1日
     052-846-2207  (052-846-2208) （か薬）第570号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4117号          平成21年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  953140,164,0 キョーワ薬局　藥房 〒458-0924 （調基３イ）第220号       平成30年 4月 1日
     や緑164 名古屋市緑区有松１０６０冨田ビ （後発調２）第553号       平成30年 4月 1日
     ル１階 （在調）第973号           平成29年 5月 1日
     052-613-7255  (052-613-7266) （か薬）第571号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4162号          平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  954140,165,7 ミントみどり薬局 〒458-0848 （調基１）第798号         平成28年 4月 1日
     や緑165 名古屋市緑区水広１－９０１
     052-877-0485  (052-877-0486)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  955140,166,5 もろのき調剤薬局 〒458-0818 （調基１）第210号         平成28年 4月 1日
     や緑166 名古屋市緑区鳴海町大清水６９－
     ７８
     052-878-4400  (052-805-8846)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  956140,167,3 スギ薬局　大高南店 〒459-8016 （調基１）第2396号        平成28年 4月 1日
     や緑167 名古屋市緑区南大高１－１０８ （地支体）第399号         平成30年 4月 1日
     052-626-3233  (052-625-7672) （後発調２）第451号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第45号            平成21年 7月 1日
     （在調）第393号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第2093号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第4212号          平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  957140,168,1 チューリップ薬局　大〒459-8016 （調基１）第2899号        平成29年 4月 1日
     や緑168 高店 名古屋市緑区南大高１－２１１８ （調基２）第25号          平成30年 4月 1日
     大高ＹＳビル１階 （後発調３）第74号        平成30年 4月 1日
     052-693-5301  (052-693-5302) （薬菌）第55号            平成22年 2月 1日
     （在調）第115号           平成24年 4月 1日
     （在調）第955号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第1598号          平成28年 9月 1日
     （在薬）第4340号          平成22年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  958140,169,9 あじさい薬局 〒458-0021 （調基１）第799号         平成28年 4月 1日
     や緑169 名古屋市緑区滝ノ水４－３０２ （在薬）第4347号          平成22年 2月 1日
     052-892-4721  (052-892-4722)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  112

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  959140,170,7 たんぽぽ薬局　大高店〒459-8016 （調基２）第91号          平成30年 4月 1日
     や緑170 名古屋市緑区南大高２－２０５コ （後発調２）第386号       平成30年 4月 1日
     ープ健診フィットネスセンター１ （在調）第426号           平成26年 5月 1日
     階 （在薬）第4354号          平成22年 3月 1日
     052-629-2055  (052-629-2056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  960140,171,5 わかば薬局大高店 〒459-8016 （調基１）第1871号        平成28年 4月 1日
     や緑171 名古屋市緑区南大高２－２０６ （調基２）第92号          平成30年 4月 1日
     052-629-7303  (052-629-7306) （後発調２）第554号       平成30年 4月 1日
     （在調）第523号           平成27年 4月 1日
     （か薬）第1206号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4362号          平成22年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  961140,174,9 けんこう薬局 〒458-0041 （調基１）第1872号        平成28年 4月 1日
     や緑174 名古屋市緑区鳴子町４－４０ （地支体）第603号         平成30年 4月 1日
     052-896-3631  (052-896-3645) （後発調１）第464号       平成30年 4月 1日
     （在調）第16号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第2092号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第4528号          平成22年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  962140,176,4 スギ薬局　相川店 〒458-0011 （調基１）第2789号        平成29年 1月 1日
     や緑176 名古屋市緑区相川３－２５０－２ （後発調１）第601号       平成30年 4月 1日
     052-879-2025  (052-877-7150) （在調）第392号           平成26年 4月 1日
     （在薬）第4554号          平成23年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  963140,177,2 ユタカ薬局桶狭間 〒458-0925 （調基１）第1873号        平成28年 4月 1日
     や緑177 名古屋市緑区桶狭間３７０８ （後発調１）第516号       平成30年 4月 1日
     052-629-5655  (052-629-5657) （か薬）第1396号          平成28年 5月 1日
     （在薬）第4569号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  964140,179,8 キョーワ薬局　大高店〒459-8001 （調基１）第800号         平成28年 4月 1日
     や緑179 名古屋市緑区大高町鶴田１８７－ （地支体）第493号         平成30年 4月 1日
     ２ （後発調３）第347号       平成30年 4月 1日
     052-693-8880  (052-693-8881) （在調）第841号           平成28年 9月 1日
     （か薬）第151号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4581号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  965140,180,6 みなみ調剤薬局　徳重〒458-0815 （調基１）第801号         平成28年 4月 1日
     や緑180 店 名古屋市緑区徳重２－１６２０ （地支体）第714号         平成30年 4月 1日
     052-846-2129  (052-846-2129) （在調）第662号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第572号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4624号          平成23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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  113

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  966140,182,2 徳重ひかり薬局 〒458-0852 （調基１）第1875号        平成28年 4月 1日
     や緑182 名古屋市緑区元徳重１－１６１２ （地支体）第811号         平成30年 4月 1日
     052-838-7725  (052-838-7726) （後発調１）第465号       平成30年 4月 1日
     （後発調２）第683号       平成30年 5月 1日
     （在調）第270号           平成25年 4月 1日
     （か薬）第1207号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4659号          平成23年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  967140,183,0 スギ薬局　六田店 〒458-0036 （調基１）第2397号        平成28年 4月 1日
     や緑183 名古屋市緑区六田１－１７５ （地支体）第400号         平成30年 4月 1日
     052-629-5351  (052-624-8977) （在調）第391号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第951号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4666号          平成23年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  968140,184,8 ブライト調剤薬局 〒458-0004 （調基１）第802号         平成28年 4月 1日
     や緑184 名古屋市緑区乗鞍１－８０３１階 （在薬）第4681号          平成23年12月 1日
     052-838-8400  (052-838-8401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  969140,185,5 おかざき調剤薬局 〒458-0826 （調基１）第803号         平成28年 4月 1日
     や緑185 名古屋市緑区平子が丘１６１１ （か薬）第152号           平成28年 4月 1日
     052-625-1884  (052-625-1894) （在薬）第5225号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  970140,186,3 メープル薬局 〒459-8016 （調基１）第1876号        平成28年 4月 1日
     や緑186 名古屋市緑区南大高４－１０８ （地支体）第577号         平成30年 4月 1日
     052-624-3800  (052-624-3801) （か薬）第573号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4699号          平成24年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  971140,187,1 アピタ鳴海薬局 〒458-0844 （調基１）第804号         平成28年 4月 1日
     や緑187 名古屋市緑区鳴海町伝治山３－９
     アピタ鳴海店１階
     052-892-2487  (052-892-2490)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  972140,191,3 すこやか調剤薬局 〒458-0841 （調基１）第805号         平成28年 4月 1日
     や緑191 名古屋市緑区鳴海町小森８－６サ （地支体）第494号         平成30年 4月 1日
     ンハウス野並２－７ （後発調２）第387号       平成30年 4月 1日
     052-846-2063  (052-846-2064) （か薬）第574号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5045号          平成25年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  973140,192,1 はまべ調剤薬局・神の〒458-0808 （調基１）第806号         平成28年 4月 1日
     や緑192 倉・ 名古屋市緑区東神の倉３－５１１ （後発調２）第117号       平成30年 4月 1日
     052-838-9303  (052-838-9304) （在薬）第5100号          平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  974140,193,9 のぞみ調剤薬局 〒458-0036 （調基１）第807号         平成28年 4月 1日
     や緑193 名古屋市緑区六田１－１７７ （か薬）第89号            平成28年 4月 1日
     052-629-7817  (052-629-7818) （在薬）第5106号          平成25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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  114

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  975140,195,4 かもめ薬局 〒458-0820 （調基１）第808号         平成28年 4月 1日
     や緑195 名古屋市緑区境松２－４０１－１ （後発調２）第17号        平成30年 4月 1日
     052-623-0505  (052-623-5115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  976140,196,2 きまた薬局 〒458-0801 （調基１）第212号         平成28年 4月 1日
     や緑196 名古屋市緑区鳴海町三皿２９－４ （在調）第471号           平成26年 8月 1日
     052-621-0172  (052-621-0172) （在薬）第5293号          平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  977140,197,0 ケア調剤薬局　徳重店〒458-0852 （調基１）第213号         平成28年 4月 1日
     や緑197 名古屋市緑区元徳重１－２０５ （か薬）第2401号          平成30年 4月 1日
     052-875-3857  (052-875-3867) （在薬）第5312号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  978140,198,8 あかつき調剤薬局 〒458-0006 （調基１）第809号         平成28年 4月 1日
     や緑198 名古屋市緑区細口１－２０４ （地支体）第715号         平成30年 4月 1日
     052-879-5255  (052-879-5250) （在調）第761号           平成28年 6月 1日
     （か薬）第575号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5345号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  979140,200,2 スター薬局　大高駅前〒459-8001 （調基１）第810号         平成28年 4月 1日
     や緑200 店 名古屋市緑区大高町鶴田６１間瀬 （調基２）第49号          平成30年 4月 1日
     ビル１階 （在薬）第5365号          平成26年12月 1日
     052-629-5535  (052-629-5536)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  980140,201,0 南大高薬局 〒459-8016 （調基１）第1879号        平成28年 4月 1日
     や緑201 名古屋市緑区南大高３－１３０６ （地支体）第765号         平成30年 4月 1日
     052-623-2507  (052-623-2508) （後発調３）第446号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1147号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第1208号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5378号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  981140,202,8 清水薬局 〒458-0001 （調基１）第811号         平成28年 4月 1日
     や緑202 名古屋市緑区梅里２－４ （地支体）第604号         平成30年 4月 1日
     052-876-6337  (052-879-1093) （か薬）第40号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第5596号          平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  982140,204,4 藤調剤薬局 〒458-0816 （調基１）第2900号        平成29年 4月 1日
     や緑204 名古屋市緑区横吹町１３１６ （調基３イ）第221号       平成30年 4月 1日
     052-877-1880  (052-877-6621) （後発調１）第466号       平成30年 4月 1日
     （在薬）第5670号          平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  983140,205,1 ケア調剤薬局　おけは〒458-0913 （調基１）第2622号        平成28年 5月 1日
     や緑205 ざま店 名古屋市緑区桶狭間北３－１１２ （在薬）第5649号          平成28年 5月 1日
     052-626-1066  (052-626-1067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  115

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  984140,206,9 ウエルシア薬局イオン〒458-0824 （調基１）第2705号        平成28年 9月 1日
     や緑206 タウン有松店 名古屋市緑区鳴海町有松裏２００ （在薬）第5707号          平成28年 9月 1日
     　１階
     052-626-1021  (052-626-1022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  985140,208,5 けんこう薬局　鳴子店〒458-0041 （調基１）第2706号        平成28年10月 1日
     や緑208 名古屋市緑区鳴子町１－５４－１ （地支体）第812号         平成30年 4月 1日
     　１階２階 （後発調１）第467号       平成30年 4月 1日
     052-838-5731  (052-838-5752) （か薬）第2402号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第5899号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  986140,209,3 アイセイ薬局　神の倉〒458-0837 （調基１）第2739号        平成28年10月 1日
     や緑209 店 名古屋市緑区赤松２０３ （地支体）第495号         平成30年 4月 1日
     052-875-2278  (052-878-8366) （在調）第881号           平成28年10月 1日
     （か薬）第1679号          平成28年10月 1日
     （在薬）第5770号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  987140,210,1 ウエルシア薬局名古屋〒458-0039 （調基１）第2767号        平成28年12月 1日
     や緑210 左京山店 名古屋市緑区四本木５３０ （在薬）第5811号          平成28年12月 1日
     052-629-5107  (052-629-5187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  988140,211,9 ホヅミ薬局野並店 〒458-0801 （調基１）第2777号        平成28年11月25日
     や緑211 名古屋市緑区鳴海町小松山乙３１ （在薬）第5821号          平成28年11月25日
     －１１階
     052-892-8198  (052-891-8202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  989140,212,7 滝の水調剤薬局 〒458-0021 （調基１）第2800号        平成29年 1月 1日
     や緑212 名古屋市緑区滝ノ水５－３１５－ （後発調２）第388号       平成30年 4月 1日
     ３ （か薬）第2313号          平成30年 2月 1日
     052-899-5757  (052-899-6006) （在薬）第5846号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  990140,213,5 スギ薬局　平手店 〒458-0009 （調基１）第2813号        平成29年 3月 1日
     や緑213 名古屋市緑区平手南２－１２５ （後発調１）第695号       平成30年 5月 1日
     052-715-8510  (052-715-8511) （在薬）第5863号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  991140,214,3 ほづみ薬局 〒458-0824 （調基１）第2824号        平成29年 3月 1日
     や緑214 名古屋市緑区鳴海町有松裏２００ （後発調３）第76号        平成30年 4月 1日
     ウインハート有松住宅棟１階 （在薬）第5870号          平成29年 3月 1日
     052-613-7920  (052-613-7921)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  992140,215,0 キョーワ薬局　南大高〒459-8016 （調基３イ）第124号       平成30年 4月 1日
     や緑215 店 名古屋市緑区南大高４－１８１５ （後発調３）第348号       平成30年 4月 1日
     052-613-7105  (052-613-7106) （か薬）第2330号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第5910号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  116

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  993140,216,8 トヨミ薬局神沢店 〒458-0014 （調基３イ）第45号        平成30年 4月 1日
     や緑216 名古屋市緑区神沢１－３１０ （後発調２）第118号       平成30年 4月 1日
     052-879-0238  (052-879-0254) （か薬）第2437号          平成30年 5月 1日
     （在薬）第5941号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  994140,217,6 あおき薬局 〒458-0830 （調基１）第3008号        平成29年 9月 1日
     や緑217 名古屋市緑区姥子山４－１０３ （地支体）第496号         平成30年 4月 1日
     052-622-8833  (052-622-8835) （在調）第1044号          平成29年 9月 1日
     （か薬）第2200号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第5987号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  995140,218,4 かぐら薬局鳴海店 〒458-0848 （調基１）第3018号        平成29年10月 1日
     や緑218 名古屋市緑区水広２－１２０－２ （地支体）第813号         平成30年 4月 1日
     052-876-5510  (052-876-5520) （後発調３）第447号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2403号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第6000号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  996140,219,2 トヨミ薬局　鳴海店 〒458-0848 （調基３イ）第46号        平成30年 4月 1日
     や緑219 名古屋市緑区水広１－１７０７ （後発調３）第75号        平成30年 4月 1日
     052-879-2700  (052-879-2701) （在薬）第6001号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  997140,221,8 つばさ薬局　鳴海店 〒458-0810 （調基１）第3118号        平成30年 2月 1日
     や緑221 名古屋市緑区八つ松２－１０４ （後発調１）第206号       平成30年 4月 1日
     052-623-6771  (052-623-6771) （在薬）第6085号          平成30年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  998140,222,6 Ｖ・ｄｒｕｇ　鳴海南〒458-0817 （調基１）第3117号        平成30年 3月 1日
     や緑222 薬局 名古屋市緑区諸の木３－１０１－ （在薬）第6094号          平成30年 3月 1日
     ２
     052-680-8080  (052-680-8081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  999140,223,4 グリーン薬局 〒458-0813 （調基１）第3162号        平成30年 4月 1日
     や緑223 名古屋市緑区藤塚３－１６１８－ （在薬）第6109号          平成30年 4月 1日
     １　１階
     052-878-8900  (052-878-8902)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1000140,224,2 ツジ薬局　名緑店 〒458-0044 （調基１）第3163号        平成30年 4月 1日
     や緑224 名古屋市緑区池上台１－１９６、 （在薬）第6120号          平成30年 4月12日
     １９７　１階
     052-838-5900  (052-838-5901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1001140,225,9 オリーブ薬局　おけは〒458-0919 （調基１）第3164号        平成30年 4月 1日
     や緑225 ざま店 名古屋市緑区桶狭間神明１７２８ （在薬）第6110号          平成30年 4月 1日
     パレ・ソレイユ１階
     052-629-6300  (052-629-6301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  117

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1002140,226,7 くらさか薬局　大高店〒459-8006 （調基１）第3165号        平成30年 4月 1日
     や緑226 名古屋市緑区倉坂１５１０ （地支体）第844号         平成30年 4月 1日
     052-621-2308  (052-621-2376) （後発調１）第673号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1175号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第2432号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第6129号          平成30年 4月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1003140,227,5 カメイ調剤薬局　鳴海〒458-0801 （調基３イ）第253号       平成30年 4月 1日
     や緑227 店 名古屋市緑区鳴海町山ノ神６２ー （後発調１）第672号       平成30年 4月 1日
     ３ （在薬）第6130号          平成30年 4月10日
     052-892-1193  (052-891-8200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1004140,228,3 南山堂薬局　ほら貝店〒458-0013 （調基１）第3166号        平成30年 4月 1日
     や緑228 名古屋市緑区ほら貝３－１０５ （後発調２）第658号       平成30年 4月 1日
     052-848-7155  (052-848-7166) （在薬）第6131号          平成30年 4月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1005140,229,1 ビー・アンド・ディー〒458-0807 （調基１）第3184号        平成30年 5月 1日
     や緑229 調剤薬局篭山店 名古屋市緑区砂田２－１０１
     052-746-1193  (052-746-1191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1006150,059,9 ホソイ漢方薬局 〒465-0095 （調基１）第812号         平成28年 4月 1日
     や名東59 名古屋市名東区高社１－２１４　 （在薬）第790号           平成 6年11月 1日
     光ビル１階
     052-771-7079  (052-771-7089)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1007150,061,5 薬局くすりやさん 〒465-0061 （調基１）第1881号        平成28年 4月 1日
     や名東61 名古屋市名東区高針２－２５０６ （在薬）第793号           平成 6年11月 1日
     －２高針中央ビル１階
     052-702-9889  (052-701-6556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1008150,062,3 あすか薬局 〒465-0024 （調基１）第178号         平成28年 4月 1日
     や名東62 名古屋市名東区本郷２－６３ （地支体）第53号          平成30年 4月 1日
     052-769-1171  (052-769-1172) （後発調２）第119号       平成30年 4月 1日
     （在調）第533号           平成27年 5月 1日
     （か薬）第576号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第778号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1009150,073,0 みずの調剤薬局　名東〒465-0087 （調基１）第3135号        平成30年 4月 1日
     や名東73 店 名古屋市名東区名東本通２－２４ （後発調２）第555号       平成30年 4月 1日
     052-789-1193  (052-789-1198) （在薬）第4771号          平成24年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1010150,081,3 寺尾調剤薬局 〒465-0002 （調基１）第813号         平成28年 4月 1日
     や名東81 名古屋市名東区引山４－４２３ （地支体）第348号         平成30年 4月 1日
     052-760-6377  (052-760-6380) （後発調２）第338号       平成30年 4月 1日
     （在調）第828号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第1034号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2509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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  118

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1011150,091,2 スギヤマ薬局香久山店〒465-0065 （調基１）第1882号        平成28年 4月 1日
     や名東91 名古屋市名東区梅森坂３－２１０ （後発調１）第432号       平成30年 4月 1日
     ８ （在調）第528号           平成27年 4月 1日
     052-705-8521  (052-705-8532) （在薬）第2256号          平成13年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1012150,092,0 ふうせん薬局上社店 〒465-0025 （調基１）第214号         平成28年 4月 1日
     や名東92 名古屋市名東区上社４－１６０－ （地支体）第163号         平成30年 4月 1日
     １ （在調）第321号           平成26年 4月 1日
     052-703-1230  (052-703-1264) （か薬）第577号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2223号          平成13年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1013150,093,8 トーカイ薬局名東店 〒465-0092 （調基３イ）第125号       平成30年 4月 1日
     や名東93 名古屋市名東区社台３－９ （在調）第25号            平成24年 4月 1日
     052-779-0510  (052-760-0021) （か薬）第1138号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2323号          平成13年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1014150,094,6 パンジー薬局 〒465-0081 （調基１）第814号         平成28年 4月 1日
     や名東94 名古屋市名東区高間町３９８ （在薬）第2397号          平成14年 1月 1日
     052-709-8351  (052-709-8350)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1015150,095,3 どんぐり薬局 〒465-0053 （調基１）第815号         平成28年 4月 1日
     や名東95 名古屋市名東区極楽４－１３０３ （地支体）第845号         平成30年 4月 1日
     ジョイ極楽１階 （在調）第118号           平成24年 4月 1日
     052-709-5550  (052-709-5560) （か薬）第1716号          平成28年11月 1日
     （在薬）第3669号          平成19年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1016150,096,1 平成薬局西山本通店 〒465-0085 （調基１）第816号         平成28年 4月 1日
     や名東96 名古屋市名東区西山本通２－３３
     052-709-2855  (052-795-8173)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1017150,097,9 キョーワ薬局　本郷店〒465-0024 （調基１）第1884号        平成28年 4月 1日
     や名東97 名古屋市名東区本郷２－９４－１ （地支体）第578号         平成30年 4月 1日
     みふくビル１階 （薬菌）第230号           平成28年 1月 1日
     052-769-7010  (052-769-7020) （在調）第134号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第1035号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2965号          平成16年 3月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1018150,099,5 有限会社ミドリ薬局一〒465-0093 （調基１）第215号         平成28年 4月 1日
     や名東99 社店 名古屋市名東区一社２－５ＴＨＥ （地支体）第164号         平成30年 4月 1日
     ＱＯＬビル１階 （か薬）第153号           平成28年 4月 1日
     052-709-7510  (052-709-7512) （在薬）第4717号          平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1019150,100,1 Ｖ・ｄｒｕｇ　香流薬〒465-0008 （調基１）第817号         平成28年 4月 1日
     や名東100 局 名古屋市名東区猪子石原２－５０ （地支体）第357号         平成30年 4月 1日
     ２ （在調）第938号           平成29年 3月 1日
     052-760-0504  (052-772-8135) （か薬）第1717号          平成28年11月 1日
     （在薬）第2760号          平成15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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  119

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1020150,101,9 豊が丘薬局 〒465-0035 （調基１）第818号         平成28年 4月 1日
     や名東101 名古屋市名東区豊が丘２０４ （後発調１）第207号       平成30年 4月 1日
     052-769-5185  (052-769-5186) （在薬）第4620号          平成23年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1021150,103,5 ふじがおか調剤薬局 〒465-0033 （調基１）第819号         平成28年 4月 1日
     や名東103 名古屋市名東区明が丘４８Ｍｓｔ （地支体）第497号         平成30年 4月 1日
     ａｇｅ藤が丘１ｃ号 （か薬）第579号           平成28年 4月 1日
     052-769-1101  (052-769-1121) （在薬）第4755号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1022150,105,0 エール薬局 〒465-0048 （調基２）第117号         平成30年 4月 1日
     や名東105 名古屋市名東区藤見が丘５８ （後発調３）第279号       平成30年 4月 1日
     052-773-9978  (052-773-9980) （か薬）第580号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3248号          平成17年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1023150,106,8 猪高台調剤薬局 〒465-0028 （調基１）第820号         平成28年 4月 1日
     や名東106 名古屋市名東区猪高台２－４０９ （後発調１）第401号       平成30年 4月 1日
     ＳＥＮＪＵ２３－１階 （か薬）第11号            平成28年 4月 1日
     052-760-8777  (052-760-8778) （在薬）第3756号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1024150,107,6 ビー・アンド・ディー〒465-0095 （調基１）第1885号        平成28年 4月 1日
     や名東107 調剤薬局一社店 名古屋市名東区高社２－１１５一 （在薬）第3138号          平成16年12月 1日
     社メディカルステーションビル１
     階
     052-726-8693  (052-726-8694)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1025150,108,4 コフレ調剤薬局藤見が〒465-0048 （調基１）第821号         平成28年 4月 1日
     や名東108 丘店 名古屋市名東区藤見が丘１６７ （後発調２）第389号       平成30年 4月 1日
     052-779-7400  (052-779-7401) （在薬）第3210号          平成17年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1026150,109,2 やまびこ薬局 〒465-0097 （調基２）第68号          平成30年 4月 1日
     や名東109 名古屋市名東区平和が丘１－９ （在薬）第3227号          平成17年 4月 1日
     052-773-3174  (052-773-3174)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1027150,111,8 ピノキオ薬局 〒465-0035 （調基１）第822号         平成28年 4月 1日
     や名東111 名古屋市名東区豊が丘１８０１－ （在薬）第3228号          平成17年 4月 1日
     ２
     052-760-9060  (052-760-9060)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1028150,112,6 中日調剤薬局星ヶ丘店〒465-0086 （調基１）第1886号        平成28年 4月 1日
     や名東112 名古屋市名東区代万町３－１１－ （地支体）第165号         平成30年 4月 1日
     １エイジトピア星ヶ丘ビル１階 （後発調１）第208号       平成30年 4月 1日
     052-709-7581  (052-709-7582) （在調）第932号           平成29年 2月 1日
     （か薬）第1466号          平成28年 5月23日
     （在薬）第3229号          平成17年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  120

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1029150,114,2 有限会社藤ヶ丘漢方薬〒465-0093 （調基１）第823号         平成28年 4月 1日
     や名東114 局 名古屋市名東区一社１－９０エム （後発調１）第371号       平成30年 4月 1日
     エスケービル１階　Ａ号室 （か薬）第1483号          平成28年 5月30日
     052-702-5532  (052-702-5532)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1030150,117,5 ワコウ薬局名東店 〒465-0015 （調基１）第824号         平成28年 4月 1日
     や名東117 名古屋市名東区若葉台５０５－２ （地支体）第3号           平成30年 4月 1日
     052-775-7792  (052-775-1192) （後発調２）第18号        平成30年 4月 1日
     （在調）第701号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第41号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第3631号          平成19年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1031150,118,3 ハーブ調剤薬局 〒465-0008 （調基１）第1887号        平成28年 4月 1日
     や名東118 名古屋市名東区猪子石原３－９０ （地支体）第605号         平成30年 4月 1日
     ５ （後発調２）第556号       平成30年 4月 1日
     052-760-3344  (052-760-3345) （薬菌）第255号           平成28年 9月 1日
     （在調）第216号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第269号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3720号          平成20年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1032150,119,1 上社調剤薬局 〒465-0025 （調基１）第217号         平成28年 4月 1日
     や名東119 名古屋市名東区上社１－８０２上 （後発調３）第77号        平成30年 4月 1日
     社ターミナルビル１階
     052-775-6397  (052-775-6398)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1033150,121,7 キョーワ薬局　朝日が〒465-0041 （調基３イ）第222号       平成30年 4月 1日
     や名東121 丘店 名古屋市名東区朝日が丘９８ （後発調３）第448号       平成30年 4月 1日
     052-776-5371  (052-776-5327) （在調）第596号           平成27年11月 1日
     （か薬）第581号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3829号          平成20年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1034150,122,5 スギ薬局　高針店 〒465-0068 （調基１）第2398号        平成28年 4月 1日
     や名東122 名古屋市名東区牧の里１－５０１ （地支体）第401号         平成30年 4月 1日
     052-704-0822  (052-704-0860) （在調）第702号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第2404号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第3912号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1035150,124,1 スギ薬局香流店 〒465-0005 （調基１）第2399号        平成28年 4月 1日
     や名東124 名古屋市名東区香流２－１００８ （在薬）第4440号          平成22年 6月10日
     052-760-1180  (052-760-1181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1036150,125,8 スギ薬局　極楽店 〒465-0053 （調基１）第2400号        平成28年 4月 1日
     や名東125 名古屋市名東区極楽２－１２２－ （後発調１）第602号       平成30年 4月 1日
     １ （在薬）第3915号          平成20年 9月 1日
     052-709-5201  (052-709-5202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  121

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1037150,126,6 コフレ調剤薬局　香流〒465-0008 （調基１）第825号         平成28年 4月 1日
     や名東126 店 名古屋市名東区猪子石原１－２０ （在薬）第4058号          平成20年10月 1日
     ８－２
     052-760-2125  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1038150,127,4 あおいは薬局 〒465-0084 （調基１）第826号         平成28年 4月 1日
     や名東127 名古屋市名東区西里町５－４３－ （地支体）第166号         平成30年 4月 1日
     ２ （後発調３）第147号       平成30年 4月 1日
     052-846-8903  (052-846-8923) （在調）第120号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第582号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4059号          平成20年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1039150,130,8 キョーワ薬局　香南店〒465-0004 （調基３イ）第223号       平成30年 4月 1日
     や名東130 名古屋市名東区香南１－５０１－ （後発調１）第666号       平成30年 4月 1日
     １ （在調）第228号           平成24年 5月 1日
     052-725-8675  (052-725-8676) （か薬）第1036号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4190号          平成21年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1040150,132,4 げんき堂薬局香流店 〒465-0005 （調基１）第2902号        平成29年 4月 1日
     や名東132 名古屋市名東区香流３－１０１５ （調基３ロ）第49号        平成30年 4月 1日
     052-760-9001  (052-760-9006) （在調）第956号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第1552号          平成28年 8月 1日
     （在薬）第4293号          平成21年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1041150,133,2 いのこしはら調剤薬局〒465-0008 （調基１）第827号         平成28年 4月 1日
     や名東133 名古屋市名東区猪子石原１－２０ （後発調３）第280号       平成30年 4月 1日
     ０３ （か薬）第1671号          平成28年11月 1日
     052-760-5822  (052-760-5825) （在薬）第4314号          平成21年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1042150,135,7 しょうなん調剤薬局　〒465-0087 （調基１）第218号         平成28年 4月 1日
     や名東135 名東本通店 名古屋市名東区名東本通３－４９ （後発調２）第205号       平成30年 4月 1日
     メートービル１０Ａ （在調）第703号           平成28年 4月 1日
     052-784-4288  (052-784-4289) （か薬）第583号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4502号          平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1043150,137,3 くるみ薬局 〒465-0023 （調基３ロ）第174号       平成30年 4月 1日
     や名東137 名古屋市名東区石が根町８７－２ （在薬）第5229号          平成26年 4月 1日
     １階
     052-773-2093  (052-773-2094)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1044150,138,1 みつばち薬局 〒465-0032 （調基１）第828号         平成28年 4月 1日
     や名東138 名古屋市名東区藤が丘１４１藤が
     丘駅前ビル１階
     052-725-8317  (052-725-8367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  122

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1045150,139,9 くにひろ調剤薬局 〒465-0023 （調基１）第361号         平成28年 4月 1日
     や名東139 名古屋市名東区石が根町９８丸八 （地支体）第167号         平成30年 4月 1日
     ビル１Ｆ　Ｂ （後発調２）第206号       平成30年 4月 1日
     052-774-9216  (052-774-9206) （在調）第653号           平成28年 3月 1日
     （か薬）第90号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第4630号          平成23年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1046150,140,7 調剤薬局　ａｍａｎｏ〒465-0053 （調基１）第829号         平成28年 4月 1日
     や名東140 　極楽店 名古屋市名東区極楽１－２５ヤマ （地支体）第579号         平成30年 4月 1日
     ナカ極楽店内 （在調）第1199号          平成30年 6月 1日
     052-704-1560  (052-709-1660) （か薬）第2198号          平成29年10月 1日
     （在薬）第4677号          平成23年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1047150,141,5 弘法薬局 〒465-0066 （調基１）第830号         平成28年 4月 1日
     や名東141 名古屋市名東区梅森坂西２－６１ （地支体）第168号         平成30年 4月 1日
     ７　１階 （在調）第1125号          平成30年 4月 1日
     052-806-6181  (052-806-6161) （か薬）第1467号          平成28年 5月25日
     （在薬）第4772号          平成24年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1048150,143,1 たかばり調剤薬局 〒465-0061 （調基１）第831号         平成28年 4月 1日
     や名東143 名古屋市名東区高針１－１７１３ （地支体）第169号         平成30年 4月 1日
     052-753-9124  (052-753-9125) （後発調１）第209号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第231号           平成28年 2月 1日
     （在調）第286号           平成25年 8月 1日
     （か薬）第271号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4851号          平成24年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1049150,145,6 ひかり薬局 〒465-0097 （調基１）第832号         平成28年 4月 1日
     や名東145 名古屋市名東区平和が丘２－２１ （地支体）第347号         平成30年 4月 1日
     ２－１ （後発調３）第402号       平成30年 4月 1日
     052-773-0088  (052-773-0089) （か薬）第1655号          平成28年10月 1日
     （在薬）第4952号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1050150,146,4 クリエイト薬局名古屋〒465-0097 （調基１）第1889号        平成28年 4月 1日
     や名東146 平和が丘店 名古屋市名東区平和が丘４－４４ （在薬）第4973号          平成25年 5月 1日
     －１
     052-769-6131  (052-769-6132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1051150,147,2 にこにこ薬局 〒465-0094 （調基１）第362号         平成28年 4月 1日
     や名東147 名古屋市名東区亀の井２－１７９ （地支体）第170号         平成30年 4月 1日
     －１　１階 （後発調１）第696号       平成30年 5月 1日
     052-705-2501  (052-705-2537) （か薬）第1996号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第5090号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1052150,148,0 リリーフ薬局　高針店〒465-0069 （調基１）第1890号        平成28年 4月 1日
     や名東148 名古屋市名東区高針荒田１２１６ （後発調１）第697号       平成30年 5月 1日
     052-781-7112  (052-781-7113) （在薬）第5094号          平成25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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  123

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1053150,150,6 スギ薬局　富が丘店 〒465-0031 （調基１）第2401号        平成28年 4月 1日
     や名東150 名古屋市名東区富が丘１１ （後発調１）第603号       平成30年 4月 1日
     052-760-6401  (052-777-0861) （在薬）第5138号          平成26年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1054150,151,4 スギ薬局　文教台店 〒465-0012 （調基１）第2402号        平成28年 4月 1日
     や名東151 名古屋市名東区文教台１－７１９ （地支体）第402号         平成30年 4月 1日
     052-778-9365  (052-778-9375) （在調）第829号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第1918号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第5193号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1055150,152,2 ビー・アンド・ディー〒465-0048 （調基１）第1891号        平成28年 4月 1日
     や名東152 調剤薬局　藤が丘店 名古屋市名東区藤見が丘２５－２ （後発調１）第210号       平成30年 4月 1日
     藤が丘メディカルステーションビ （在薬）第5230号          平成26年 5月 1日
     ル１階
     052-880-0770  (052-880-0771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1056150,153,0 ミドリ薬局　一社駅南〒465-0093 （調基１）第363号         平成28年 4月 1日
     や名東153 店 名古屋市名東区一社２－８７プラ （後発調１）第105号       平成30年 4月 1日
     ザ・タマ１階 （後発調２）第730号       平成30年 6月 1日
     052-734-2129  (052-734-2128) （在薬）第5279号          平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1057150,154,8 こはく調剤薬局 〒465-0015 （調基１）第1892号        平成28年 4月 1日
     や名東154 名古屋市名東区若葉台７０７ （地支体）第171号         平成30年 4月 1日
     052-726-8088  (052-726-8089) （後発調１）第211号       平成30年 4月 1日
     （在調）第920号           平成29年 1月 1日
     （か薬）第1037号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5313号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1058150,156,3 エンゼル薬局　名東店〒465-0021 （調基１）第1893号        平成28年 4月 1日
     や名東156 名古屋市名東区猪子石２－２０１ （後発調１）第372号       平成30年 4月 1日
     －１ （在薬）第5346号          平成26年11月 1日
     052-768-7459  (052-768-7469)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1059150,157,1 スギ薬局　引山店 〒465-0002 （調基１）第2404号        平成28年 4月 1日
     や名東157 名古屋市名東区引山２－１１０　 （在薬）第5366号          平成26年12月 1日
     １階
     052-799-8571  (052-799-8572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1060150,159,7 たかばり北調剤薬局 〒465-0057 （調基１）第834号         平成28年 4月 1日
     や名東159 名古屋市名東区陸前町３３０８－ （地支体）第172号         平成30年 4月 1日
     ２グレイス伸和１階東 （後発調１）第212号       平成30年 4月 1日
     052-734-9940  (052-734-9941) （在調）第704号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第274号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5418号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  124

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1061150,161,3 薬局マツモトキヨシ　〒465-0063 （調基１）第1894号        平成28年 4月 1日
     や名東161 名東新宿店 名古屋市名東区新宿２－２９６－ （後発調２）第557号       平成30年 4月 1日
     ２
     052-701-1118  (052-701-1118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1062150,163,9 あさひ調剤薬局ほんご〒465-0025 （調基１）第837号         平成28年 4月 1日
     や名東163 う店 名古屋市名東区上社２－６９ （地支体）第766号         平成30年 4月 1日
     052-760-9171  (052-760-9177) （後発調２）第558号       平成30年 4月 1日
     （在調）第705号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第272号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5530号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1063150,164,7 ビー・アンド・ディー〒465-0072 （調基１）第1895号        平成28年 4月 1日
     や名東164 調剤薬局牧の原店 名古屋市名東区牧の原３－３０１ （在薬）第5576号          平成27年12月 1日
     052-734-9011  (052-734-9012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1064150,165,4 かめのい薬局 〒465-0094 （調基１）第838号         平成28年 4月 1日
     や名東165 名古屋市名東区亀の井１－２１４ （後発調１）第517号       平成30年 4月 1日
     －２ （在薬）第5605号          平成28年 3月 1日
     052-704-8777  (052-704-8778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1065150,166,2 スギヤマ薬局名東本通〒465-0087 （調基１）第2638号        平成28年 6月 1日
     や名東166 店 名古屋市名東区名東本通４－２５ （在調）第1103号          平成30年 2月 1日
     052-709-2201  (052-705-0080) （在薬）第5662号          平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1066150,168,8 キョーワ薬局　梅森店〒465-0065 （調基１）第2679号        平成28年 8月 1日
     や名東168 名古屋市名東区梅森坂５－１－３ （後発調１）第518号       平成30年 4月 1日
     　１階 （か薬）第2110号          平成29年 8月 1日
     052-709-2070  (052-709-2088) （在薬）第5701号          平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1067150,169,6 みつぼし薬局 〒465-0024 （調基１）第2783号        平成29年 1月 1日
     や名東169 名古屋市名東区本郷２－１１８シ
     ナガワテナントビル１階
     052-715-5888  (052-715-5887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1068150,170,4 アウル薬局　ほんごう〒465-0025 （調基１）第2801号        平成29年 2月 1日
     や名東170 店 名古屋市名東区上社２－４２川村 （か薬）第2306号          平成30年 1月 1日
     小児科ビル１階 （在薬）第5847号          平成29年 1月 1日
     052-773-0093  (052-773-0097)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1069150,171,2 マイスター薬局　いだ〒465-0053 （調基１）第2845号        平成29年 4月 1日
     や名東171 か店 名古屋市名東区極楽２－１９ （在調）第974号           平成29年 5月 1日
     052-703-9001  (052-703-9002) （在薬）第5886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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  125

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1070150,172,0 波の薬局 〒465-0063 （調基１）第2933号        平成29年 5月 1日
     や名東172 名古屋市名東区新宿２－１５プレ （後発調３）第148号       平成30年 4月 1日
     ズ名古屋新宿２Ｂ （在調）第993号           平成29年 6月 1日
     052-715-7369  (052-715-7359) （か薬）第2277号          平成29年12月 1日
     （在薬）第5911号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1071150,173,8 ウエルシア薬局名古屋〒465-0025 （調基１）第2952号        平成29年 6月 1日
     や名東173 上社駅店 名古屋市名東区上社１－８０２上 （後発調１）第302号       平成30年 4月 1日
     社ターミナルビル１階 （在薬）第5926号          平成29年 6月 1日
     052-726-8061  (052-726-8064)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1072150,174,6 ビー・アンド・ディー〒465-0095 （調基１）第2977号        平成29年 8月 1日
     や名東174 調剤薬局ラウンドスポ名古屋市名東区高社１－２６６ラ （後発調２）第207号       平成30年 4月 1日
     ット一社店 ウンドスポット一社３階
     052-725-8555  (052-725-8558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1073150,175,3 フォレスト調剤薬局藤〒465-0032 （調基１）第3194号        平成30年 6月 1日
     や名東175 が丘店 名古屋市名東区藤が丘１４３藤が
     丘団地１－２０３
     052-768-6820  (052-768-6821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1074150,176,1 フォレスト調剤薬局上〒465-0025 （調基１）第3120号        平成30年 3月 1日
     や名東176 社店 名古屋市名東区上社４－１５９　 （後発調１）第520号       平成30年 4月 1日
     １階 （在薬）第6101号          平成30年 3月 1日
     052-709-2343  (052-703-6444)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1075150,177,9 カメイ調剤薬局　一社〒465-0093 （調基３イ）第254号       平成30年 4月 1日
     や名東177 店 名古屋市名東区一社４－２０７ （在調）第1183号          平成30年 4月 1日
     052-705-1193  (052-705-1194) （在薬）第6132号          平成30年 4月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1076150,178,7 プラチナ薬局　藤が丘〒465-0036 （調基１）第3195号        平成30年 5月 1日
     や名東178 店 名古屋市名東区藤里町４０１ （後発調１）第729号       平成30年 5月 1日
     052-799-9261  (052-799-9262) （在薬）第6159号          平成30年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1077160,027,4 むらせ薬局 〒468-0011 （調基１）第839号         平成28年 4月 1日
     や天白27 名古屋市天白区平針２－１９０６ （地支体）第853号         平成30年 5月 1日
     052-802-9545  (052-804-7121) （か薬）第1599号          平成28年 9月 1日
     （在薬）第223号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1078160,032,4 名晶薬局 〒468-0049 （調基１）第2639号        平成28年 6月 1日
     や天白32 名古屋市天白区福池１－３２０－ （在薬）第232号           平成 6年11月 1日
     １
     052-895-5005  (052-895-5007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  126

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1079160,041,5 ヤスミ薬局 〒468-0015 （調基１）第1896号        平成28年 4月 1日
     や天白41 名古屋市天白区原１－４０６ （後発調２）第120号       平成30年 4月 1日
     052-803-1077  (052-803-1077) （か薬）第585号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第224号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1080160,042,3 名古屋処方箋調剤薬局〒468-0015 （調基１）第840号         平成28年 4月 1日
     や天白42 名古屋市天白区原３－８０４ （地支体）第7号           平成30年 4月 1日
     052-801-1117  (052-801-1117) （か薬）第1423号          平成28年 5月 1日
     （在薬）第10号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1081160,048,0 村田薬局 〒468-0074 （調基１）第841号         平成28年 4月 1日
     や天白48 名古屋市天白区八幡山８２２ （在薬）第234号           平成 6年11月 1日
     052-831-7319  (052-831-7319)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1082160,053,0 エグチ薬局天白植田店〒468-0051 （調基１）第842号         平成28年 4月 1日
     や天白53 名古屋市天白区植田３－８０７ （後発調１）第362号       平成30年 4月 1日
     052-802-2922  (052-806-5078) （在薬）第1183号          平成 7年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1083160,066,2 薬局はーばす平針店 〒468-0011 （調基２）第45号          平成30年 4月 1日
     や天白66 名古屋市天白区平針４－４０４第 （か薬）第586号           平成28年 4月 1日
     一豊郷ビル１０３号 （在薬）第2511号          平成14年 5月 1日
     052-808-8055  (052-808-8056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1084160,068,8 ハヤミ薬局 〒468-0015 （調基１）第1897号        平成28年 4月 1日
     や天白68 名古屋市天白区原５－２３０７ （後発調２）第70号        平成30年 4月 1日
     052-803-3294  (052-805-5339) （か薬）第587号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第220号           平成 8年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1085160,074,6 フレンド調剤薬局 〒468-0072 （調基２）第6号           平成30年 4月 1日
     や天白74 名古屋市天白区大坪２－１０７ （後発調２）第19号        平成30年 4月 1日
     052-835-1900  (052-835-1902) （在薬）第1574号          平成10年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1086160,075,3 有限会社第二名東薬局〒468-0011 （調基１）第843号         平成28年 4月 1日
     や天白75 名古屋市天白区平針３－１１１ （後発調２）第71号        平成30年 4月 1日
     052-803-6880  (052-803-6883) （か薬）第2391号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第1610号          平成10年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1087160,079,5 有限会社塩釜薬局 〒468-0066 （調基１）第1898号        平成28年 4月 1日
     や天白79 名古屋市天白区元八事５－１１８ （地支体）第173号         平成30年 4月 1日
     ボナール塩釜１階 （在調）第248号           平成24年 8月 1日
     052-833-2775  (052-835-1539) （か薬）第1919号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第1762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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  127

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1088160,083,7 うえだ調剤薬局 〒468-0051 （調基１）第844号         平成28年 4月 1日
     や天白83 名古屋市天白区植田３－１３０３ （地支体）第358号         平成30年 4月 1日
     サンピア植田１階 （後発調１）第382号       平成30年 4月 1日
     052-800-1880  (052-800-1878) （在調）第484号           平成26年10月 1日
     （か薬）第91号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第2027号          平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1089160,088,6 ジェーシーエス調剤薬〒468-0066 （調基１）第44号          平成28年 4月 1日
     や天白88 局元八事店 名古屋市天白区元八事１－１３４ （後発調２）第121号       平成30年 4月 1日
     052-861-3161  (052-861-3161) （か薬）第1800号          平成29年 1月 1日
     （在薬）第2159号          平成12年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1090160,094,4 わかば調剤薬局 〒468-0033 （調基１）第846号         平成28年 4月 1日
     や天白94 名古屋市天白区一つ山２－７－２ （地支体）第54号          平成30年 4月 1日
     052-847-5031  (052-847-5032) （後発調２）第122号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第275号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2313号          平成13年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1091160,095,1 ＣＭＳウエダ薬局 〒468-0058 （調基３イ）第47号        平成30年 4月 1日
     や天白95 名古屋市天白区植田西１－１００ （後発調１）第106号       平成30年 4月 1日
     ２ （か薬）第2278号          平成29年12月 1日
     052-847-9711  (052-847-9712) （在薬）第2328号          平成13年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1092160,096,9 いの森・のなみ調剤セ〒468-0047 （調基１）第1899号        平成28年 4月 1日
     や天白96 ンター薬局 名古屋市天白区井の森町２３６－ （地支体）第716号         平成30年 4月 1日
     １ （後発調２）第559号       平成30年 4月 1日
     052-899-0217  (052-899-0277) （在調）第288号           平成25年 8月 1日
     （か薬）第276号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2399号          平成14年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1093160,097,7 ハロー薬局うえだ店 〒468-0009 （調基３ロ）第50号        平成30年 4月 1日
     や天白97 名古屋市天白区元植田２－２４０ （後発調１）第214号       平成30年 4月 1日
     ８－２ （か薬）第590号           平成28年 4月 1日
     052-800-4800  (052-800-1860) （在薬）第2395号          平成14年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1094160,098,5 塩釜調剤薬局 〒468-0073 （調基１）第3062号        平成29年11月23日
     や天白98 名古屋市天白区塩釜口２－１１０ （在薬）第6033号          平成29年11月23日
     ４ＮＴビル塩釜１Ｄ
     052-861-7088  (052-861-7089)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  128

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1095160,099,3 きのはな調剤薬局 〒468-0067 （調基１）第1901号        平成28年 4月 1日
     や天白99 名古屋市天白区池見２－２１２－ （地支体）第767号         平成30年 4月 1日
     １ （後発調１）第468号       平成30年 4月 1日
     052-839-5881  (052-835-8967) （後発調２）第731号       平成30年 6月 1日
     （薬菌）第283号           平成30年 4月 1日
     （在調）第339号           平成26年 4月 1日
     （在調）第1148号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第591号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2629号          平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1096160,101,7 ジェーシーエス調剤薬〒468-0026 （調基１）第45号          平成28年 4月 1日
     や天白101 局土原店 名古屋市天白区土原１－１６４ （在薬）第2747号          平成15年 3月 1日
     052-847-2216  (052-847-2216)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1097160,106,6 いろは調剤薬局 〒468-0009 （調基１）第165号         平成28年 4月 1日
     や天白106 名古屋市天白区元植田２－１６０ （後発調２）第208号       平成30年 4月 1日
     １ （在薬）第3588号          平成19年 4月 1日
     052-800-7010  (052-800-7020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1098160,107,4 いけば調剤薬局 〒468-0055 （調基１）第219号         平成28年 4月 1日
     や天白107 名古屋市天白区池場３－１２０７ （在薬）第3290号          平成17年 9月 1日
     052-805-8845  (052-805-8846)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1099160,108,2 ナカムラ調剤薬局 〒468-0051 （調基１）第848号         平成28年 4月 1日
     や天白108 名古屋市天白区植田３－１５１８ （後発調１）第698号       平成30年 5月 1日
     クロックタワー植田１階 （在薬）第3272号          平成17年 7月 1日
     052-800-1656  (052-800-2167)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1100160,113,2 あるぷす薬局 〒468-0041 （調基１）第849号         平成28年 4月 1日
     や天白113 名古屋市天白区保呂町１７１０ （地支体）第498号         平成30年 4月 1日
     052-800-8608  (052-800-3722) （後発調１）第604号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第593号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3654号          平成19年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1101160,114,0 焼山調剤薬局 〒468-0002 （調基１）第3136号        平成30年 4月 1日
     や天白114 名古屋市天白区焼山１－５０２－ （後発調２）第209号       平成30年 4月 1日
     ２ （か薬）第1802号          平成29年 1月 1日
     052-809-5530  (052-809-5531) （在薬）第3655号          平成19年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1102160,115,7 くるみ調剤薬局てんぱ〒468-0030 （調基１）第850号         平成28年 4月 1日
     や天白115 く店 名古屋市天白区平針台１－１０１ （地支体）第580号         平成30年 4月 1日
     ３ （か薬）第1845号          平成29年 2月 1日
     052-799-7411  (052-799-7412) （在薬）第3693号          平成19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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  129

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1103160,117,3 スパーク調剤薬局植田〒468-0051 （調基１）第1902号        平成28年 4月 1日
     や天白117 店 名古屋市天白区植田１－８０８－ （後発調３）第46号        平成30年 4月 1日
     ２ （在薬）第3830号          平成20年 7月 1日
     052-805-4760  (052-805-4838)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1104160,118,1 スギ薬局　平針店 〒468-0014 （調基１）第2406号        平成28年 4月 1日
     や天白118 名古屋市天白区中平４－１８０８ （地支体）第403号         平成30年 4月 1日
     ラヴィール中平１階 （後発調１）第605号       平成30年 4月 1日
     052-807-7440  (052-807-7439) （在調）第372号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第1584号          平成28年 8月 1日
     （在薬）第5095号          平成25年 9月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1105160,119,9 スギ薬局　原店 〒468-0015 （調基１）第2407号        平成28年 4月 1日
     や天白119 名古屋市天白区原２－６０６ （在調）第373号           平成26年 4月 1日
     052-807-9485  (052-807-9486) （か薬）第1446号          平成28年 5月 1日
     （在薬）第3917号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1106160,120,7 スギ薬局　高坂店 〒468-0025 （調基１）第2405号        平成28年 4月 1日
     や天白120 名古屋市天白区高坂町２０７ （地支体）第404号         平成30年 4月 1日
     052-800-5870  (052-800-5878) （後発調１）第606号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2039号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第3918号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1107160,121,5 キョーワ薬局　原店 〒468-0015 （調基１）第851号         平成28年 4月 1日
     や天白121 名古屋市天白区原１－１９０５－ （地支体）第581号         平成30年 4月 1日
     ３２星和原コーポラス１階 （在調）第278号           平成25年 6月 1日
     052-808-5503  (052-808-5504) （か薬）第1307号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4060号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1108160,123,1 スギヤマ薬局　植田店〒468-0009 （調基１）第1903号        平成28年 4月 1日
     や天白123 名古屋市天白区元植田１－９０６ （在調）第830号           平成28年 8月 1日
     052-807-6601  (052-807-6603) （在薬）第4086号          平成20年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1109160,124,9 株式会社三和薬局 〒468-0045 （調基１）第220号         平成28年 4月 1日
     や天白124 名古屋市天白区野並２－３６８ （地支体）第174号         平成30年 4月 1日
     052-895-5610  (052-895-6253) （後発調１）第383号       平成30年 4月 1日
     （在調）第123号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第594号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4102号          平成20年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1110160,125,6 薬局サングリーン　久〒468-0033 （調基１）第48号          平成28年 4月 1日
     や天白125 方店 名古屋市天白区一つ山５－３６ （在薬）第4103号          平成20年11月 1日
     052-802-1211  (052-802-1211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  130

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1111160,126,4 チューリップ薬局平針〒468-0012 （調基１）第1904号        平成28年 4月 1日
     や天白126 店 名古屋市天白区向が丘３－８１０ （地支体）第55号          平成30年 4月 1日
     052-848-6735  (052-848-6736) （後発調２）第123号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第69号            平成24年 1月 4日
     （在調）第124号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第1039号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4700号          平成24年 1月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1112160,130,6 みか調剤薬局 〒468-0055 （調基１）第221号         平成28年 4月 1日
     や天白130 名古屋市天白区池場３－５０２ （地支体）第56号          平成30年 4月 1日
     052-807-7700  (052-807-7729) （後発調２）第20号        平成30年 4月 1日
     （在調）第125号           平成24年 4月 1日
     （在調）第907号           平成28年11月 1日
     （か薬）第1040号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4345号          平成22年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1113160,131,4 みか調剤薬局　のなみ〒468-0045 （調基１）第1905号        平成28年 4月 1日
     や天白131 店 名古屋市天白区野並２－４４０野 （後発調１）第20号        平成30年 4月 1日
     並ビル１階 （在調）第994号           平成29年 6月 1日
     052-895-2777  (052-895-2779) （か薬）第2384号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第4344号          平成22年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1114160,132,2 フォレスト調剤薬局 〒468-0020 （調基１）第854号         平成28年 4月 1日
     や天白132 名古屋市天白区平針南４－１２０ （地支体）第57号          平成30年 4月 1日
     ２ （後発調１）第107号       平成30年 4月 1日
     052-808-0055  (052-808-0061) （か薬）第595号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4471号          平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1115160,133,0 あじさい薬局 〒468-0074 （調基１）第2846号        平成29年 4月 1日
     や天白133 名古屋市天白区八幡山１５５３メ （か薬）第1041号          平成28年 4月 1日
     ゾン・ブランシェ１階 （在薬）第4472号          平成22年 9月 1日
     052-861-1323  (052-861-1325)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1116160,134,8 コスモス調剤薬局大根〒468-0024 （調基３イ）第12号        平成30年 4月 1日
     や天白134 店 名古屋市天白区大根町３７０－２ （後発調１）第699号       平成30年 5月 1日
     052-800-0901  (052-800-0902) （在調）第476号           平成26年 9月 1日
     （か薬）第2204号          平成29年10月 1日
     （在薬）第4607号          平成23年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1117160,135,5 ゆうゆう薬局　植田店〒468-0051 （調基１）第855号         平成28年 4月 1日
     や天白135 名古屋市天白区植田１－２１１６ （後発調１）第303号       平成30年 4月 1日
     ８８ビル１階 （在薬）第4701号          平成24年 1月 1日
     052-848-9573  (052-848-9574)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  131

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1118160,136,3 植田八幡薬局 〒468-0073 （調基３イ）第48号        平成30年 4月 1日
     や天白136 名古屋市天白区塩釜口２－１４０ （後発調１）第21号        平成30年 4月 1日
     ３アーバンドエル塩釜口２階 （在薬）第4702号          平成24年 2月 1日
     052-838-8567  (052-838-8568)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1119160,138,9 イカイ薬局高坂店 〒468-0025 （調基１）第159号         平成28年 4月 1日
     や天白138 名古屋市天白区高坂町２０２－１ （後発調３）第224号       平成30年 4月 1日
     １階 （在薬）第4756号          平成24年 4月 1日
     052-801-8552  (052-801-8619)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1120160,139,7 ルピナス調剤薬局 〒468-0065 （調基１）第1906号        平成28年 4月 1日
     や天白139 名古屋市天白区中砂町５３８ （地支体）第717号         平成30年 4月 1日
     052-680-7117  (052-680-7118) （後発調２）第560号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第284号           平成30年 4月 1日
     （在調）第1029号          平成29年 9月 1日
     （か薬）第1430号          平成28年 5月13日
     （在薬）第4823号          平成24年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1121160,141,3 スギヤマ調剤薬局島田〒468-0026 （調基１）第1907号        平成28年 4月 1日
     や天白141 店 名古屋市天白区土原４－４０２ （調基３イ）第126号       平成30年 4月 1日
     052-806-8611  (052-806-8815) （在調）第254号           平成24年 8月21日
     （か薬）第596号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4825号          平成24年 8月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1122160,143,9 ユタカ薬局植田駅前 〒468-0051 （調基１）第1908号        平成28年 4月 1日
     や天白143 名古屋市天白区植田３－１２０４ （後発調１）第700号       平成30年 5月 1日
     １階 （か薬）第2225号          平成29年11月 1日
     052-800-5070  (052-800-5071) （在薬）第4882号          平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1123160,145,4 ハロー薬局　元植田店〒468-0009 （調基１）第2904号        平成29年 4月 1日
     や天白145 名古屋市天白区元植田２－３０４ （調基３ロ）第51号        平成30年 4月 1日
     －４ （在調）第1064号          平成29年11月 1日
     052-800-2801  (052-800-2802) （在薬）第4984号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1124160,146,2 さくら調剤薬局 〒468-0015 （調基１）第150号         平成28年 4月 1日
     や天白146 名古屋市天白区原２－３４０４－ （在薬）第5227号          平成26年 4月 1日
     ２
     052-680-8446  (052-680-8447)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1125160,147,0 ファーマシーＫＩＺＵ〒468-0009 （調基１）第856号         平成28年 4月 1日
     や天白147 ＮＡ 名古屋市天白区元植田２－１００ （後発調１）第65号        平成30年 4月 1日
     ６－２ （在薬）第5021号          平成25年 6月 1日
     052-680-9770  (052-680-9771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  132

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1126160,148,8 ハロー薬局　原店 〒468-0015 （調基１）第2905号        平成29年 4月 1日
     や天白148 名古屋市天白区原５－２０９ （調基３ロ）第52号        平成30年 4月 1日
     052-800-3061  (052-800-3062) （在調）第957号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第598号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5079号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1127160,149,6 キョーワ薬局　天白店〒468-0025 （調基１）第2906号        平成29年 4月 1日
     や天白149 名古屋市天白区高坂町２８８ （調基３イ）第224号       平成30年 4月 1日
     052-853-9702  (052-853-9703) （後発調１）第667号       平成30年 4月 1日
     （在調）第453号           平成26年 8月 1日
     （か薬）第599号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5092号          平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1128160,152,0 いわさき調剤薬局 〒468-0001 （調基１）第858号         平成28年 4月 1日
     や天白152 名古屋市天白区植田山５－１２６
     －２
     052-861-3455  (052-861-3477)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1129160,153,8 ユタカ薬局　在宅調剤〒468-0058 （調基１）第1909号        平成28年 4月 1日
     や天白153 センター名古屋 名古屋市天白区植田西２－８０２ （地支体）第814号         平成30年 4月 1日
     マイン塩釜１階 （後発調２）第561号       平成30年 4月 1日
     052-800-2368  (052-800-2364) （か薬）第2111号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第5271号          平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1130160,154,6 シナモン調剤薬局 〒468-0043 （調基１）第24号          平成28年 4月 1日
     や天白154 名古屋市天白区菅田１－２６１１ （地支体）第11号          平成30年 4月 1日
     052-918-2222  (052-918-2223) （後発調３）第16号        平成30年 4月 1日
     （か薬）第2245号          平成29年11月 1日
     （在薬）第5280号          平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1131160,155,3 ひかり薬局　島田黒石〒468-0028 （調基１）第859号         平成28年 4月 1日
     や天白155 店 名古屋市天白区島田黒石７１０－ （後発調１）第66号        平成30年 4月 1日
     ２ （在薬）第5315号          平成26年10月 1日
     052-808-2095  (052-808-2096)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1132160,157,9 なの花薬局　名古屋植〒468-0009 （調基１）第2847号        平成29年 4月 1日
     や天白157 田店 名古屋市天白区元植田２－２３１ （地支体）第499号         平成30年 4月 1日
     ４－２ （後発調２）第684号       平成30年 5月 1日
     052-846-0355  (052-846-0366) （在調）第521号           平成27年 3月 1日
     （か薬）第273号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5419号          平成27年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1133160,158,7 ひだまり薬局 〒468-0002 （調基１）第143号         平成28年 4月 1日
     や天白158 名古屋市天白区焼山２－４２２ （後発調３）第78号        平成30年 4月 1日
     052-800-5400  (052-800-5401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  133

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1134160,159,5 このみ薬局 〒468-0045 （調基１）第861号         平成28年 4月 1日
     や天白159 名古屋市天白区野並２－２４３真 （地支体）第768号         平成30年 4月 1日
     栄マンションロイヤル野並１階Ｃ （後発調３）第449号       平成30年 4月 1日
     052-680-9240  (052-680-9241) （薬菌）第221号           平成27年10月 1日
     （在調）第657号           平成28年 3月 1日
     （か薬）第1764号          平成28年12月 1日
     （在薬）第5518号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1135160,161,1 オグラ薬局島田店 〒468-0025 （調基１）第863号         平成28年 4月 1日
     や天白161 名古屋市天白区高坂町３２８１階 （か薬）第2406号          平成30年 4月 1日
     052-803-0668  (052-803-4856) （在薬）第5591号          平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1136160,162,9 ファーマライズ薬局　〒468-0011 （調基１）第2707号        平成28年 9月 1日
     や天白162 平針店 名古屋市天白区平針４－３０１エ （調基３イ）第127号       平成30年 4月 1日
     ラン平針１階 （在調）第857号           平成28年 9月 1日
     052-808-2510  (052-808-2593) （か薬）第1627号          平成28年 9月 1日
     （在薬）第5722号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1137160,163,7 ウエルシア薬局天白高〒468-0025 （調基１）第2708号        平成28年10月 1日
     や天白163 坂店 名古屋市天白区高坂町８８－２ （後発調１）第304号       平成30年 4月 1日
     052-800-2589  (052-800-2592) （在薬）第5723号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1138160,164,5 つぐみ薬局 〒468-0009 （調基１）第2821号        平成29年 2月 1日
     や天白164 名古屋市天白区元植田１－３００ （後発調１）第305号       平成30年 4月 1日
     ３ （か薬）第1902号          平成29年 4月 1日
     052-800-0333  (052-800-0330) （在薬）第5848号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1139160,165,2 なの花薬局名古屋島田〒468-0056 （調基１）第2802号        平成29年 1月 1日
     や天白165 店 名古屋市天白区島田３－６１２広 （調基３ロ）第13号        平成30年 4月 1日
     瀬ビル１階 （後発調１）第109号       平成30年 4月 1日
     052-800-5210  (052-800-5215) （か薬）第1829号          平成29年 1月 1日
     （在薬）第5849号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1140160,167,8 ビー・アンド・ディー〒468-0015 （調基１）第2815号        平成29年 3月 1日
     や天白167 調剤薬局原店 名古屋市天白区原４－１１７ （後発調１）第215号       平成30年 4月 1日
     052-746-0931  (052-746-0932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1141160,168,6 Ｖ・ｄｒｕｇ　天白植〒468-0051 （調基３イ）第49号        平成30年 4月 1日
     や天白168 田薬局 名古屋市天白区植田３－１６０３ （後発調３）第79号        平成30年 4月 1日
     名鉄交通植田ビル１階 （在薬）第5912号          平成29年 5月 1日
     052-746-0305  (052-746-0306)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1142160,169,4 ハマダ調剤薬局 〒468-0074 （調基１）第2994号        平成29年 9月 1日
     や天白169 名古屋市天白区八幡山３２６－１ （後発調２）第210号       平成30年 4月 1日
     八幡山マンション１階 （在薬）第5969号          平成29年 9月 8日
     052-837-1021  (052-837-1022)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  134

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1143160,170,2 ビー・アンド・ディー〒468-0066 （調基１）第3015号        平成29年11月 1日
     や天白170 調剤薬局塩釜口店 名古屋市天白区元八事４－８４元 （後発調１）第730号       平成30年 6月 1日
     八事メディカルステーション１階 （後発調２）第211号       平成30年 4月 1日
     052-680-8001  (052-680-8002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1144160,171,0 そよかぜ薬局　天白店〒468-0022 （調基１）第3063号        平成29年12月 4日
     や天白171 名古屋市天白区高島２－１８０８ （か薬）第2295号          平成29年12月 4日
     052-800-3308  (052-800-3309) （在薬）第6034号          平成29年12月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1145160,172,8 だいだい薬局 〒468-0015 （調基１）第3114号        平成30年 3月 1日
     や天白172 名古屋市天白区原１－１９０５星 （在薬）第6095号          平成30年 3月 1日
     和原コーポラスＳ－６
     052-746-0666  (052-746-0667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1146160,173,6 日本調剤天白薬局 〒468-0031 （調基１）第3115号        平成30年 3月 1日
     や天白173 名古屋市天白区高宮町１３０８ （在薬）第6096号          平成30年 3月 1日
     052-746-0770  (052-746-0771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1147160,174,4 カメイ調剤薬局　元八〒468-0066 （調基３イ）第255号       平成30年 4月 1日
     や天白174 事店 名古屋市天白区元八事１－５８１ （後発調２）第659号       平成30年 4月 1日
     階 （在薬）第6133号          平成30年 4月12日
     052-836-0093  (052-836-0080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1148200,055,7 日の丸薬局 〒440-0871 （調基１）第146号         平成28年 4月 1日
     や豊橋55 豊橋市新吉町４５ （か薬）第602号           平成28年 4月 1日
     0532-54-2365  (0532-53-5219) （在薬）第741号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1149200,073,0 有限会社杉浦薬局 〒440-0881 （調基１）第1910号        平成28年 4月 1日
     や豊橋73 豊橋市広小路１－３８杉浦ビル１ （在薬）第1500号          平成10年 1月 1日
     階
     0532-52-1104  (0532-52-7289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1150200,080,5 山口薬局 〒441-8133 （調基１）第864号         平成28年 4月 1日
     や豊橋80 豊橋市大清水町大清水３－８７２ （在薬）第2512号          平成14年 5月 1日
     0532-25-0266  (0532-25-3117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1151200,083,9 金城薬局 〒441-8152 （調基１）第865号         平成28年 4月 1日
     や豊橋83 豊橋市三本木町新三本木４４－６ （在薬）第743号           平成 6年11月 1日
     0532-45-3481  (0532-45-3481)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1152200,106,8 市川仁命堂薬局 〒441-8073 （調基１）第1911号        平成28年 4月 1日
     や豊橋106 豊橋市大崎町東里中３２ （後発調２）第212号       平成30年 4月 1日
     0532-25-1836  (0532-25-9735) （在薬）第745号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1153200,118,3 小原薬局 〒440-0038 （調基１）第364号         平成28年 4月 1日
     や豊橋118 豊橋市平川本町２－１２－３ （在薬）第748号           平成 6年11月 1日
     0532-63-4560  (0532-63-4560)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  135

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1154200,125,8 長坂薬局 〒441-8117 （調基１）第135号         平成28年 4月 1日
     や豊橋125 豊橋市浜道町南側８１ （後発調２）第213号       平成30年 4月 1日
     0532-45-0723  (0532-37-5456) （在薬）第2736号          平成15年 1月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1155200,126,6 株式会社伊藤漢方薬局〒440-0033 （調基１）第866号         平成28年 4月 1日
     や豊橋126 豊橋市東岩田２－１－１７
     0532-62-1107  (0532-62-1107)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1156200,145,6 黒田大学堂薬局 〒440-0877 （調基１）第867号         平成28年 4月 1日
     や豊橋145 豊橋市南松山町２５ （か薬）第603号           平成28年 4月 1日
     0532-53-1331  (0532-53-1347) （在薬）第756号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1157200,148,0 鳥居薬局 〒441-8042 （調基１）第365号         平成28年 4月 1日
     や豊橋148 豊橋市小池町原下３０－３ （在薬）第757号           平成 6年11月 1日
     0532-45-5037  (0532-45-5027)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1158200,151,4 有限会社東京堂薬局 〒440-0051 （調基１）第868号         平成28年 4月 1日
     や豊橋151 豊橋市東雲町６７－９ （後発調２）第124号       平成30年 4月 1日
     0532-61-6140  (0532-62-6180) （在薬）第759号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1159200,153,0 コスモ薬局 〒441-8107 （調基１）第869号         平成28年 4月 1日
     や豊橋153 豊橋市南栄町空池８－７５ （か薬）第604号           平成28年 4月 1日
     0532-46-5588  (0532-47-8358) （在薬）第760号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1160200,155,5 もりた薬局 〒441-8083 （調基１）第1912号        平成28年 4月 1日
     や豊橋155 豊橋市東脇３－２２－８ （在薬）第762号           平成 6年11月 1日
     0532-32-9108  (0532-32-9150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1161200,159,7 タケダ薬局 〒441-8113 （調基１）第870号         平成28年 4月 1日
     や豊橋159 豊橋市西幸町字幸３８ （在薬）第763号           平成 6年11月 1日
     0532-47-2525  (0532-47-2527)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1162200,161,3 神谷薬局 〒440-0888 （調基１）第871号         平成28年 4月 1日
     や豊橋161 豊橋市駅前大通３－９１ （地支体）第606号         平成30年 4月 1日
     0532-52-3282  (0532-52-3289) （在調）第664号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第1142号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第765号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1163200,164,7 日の丸薬局駅前店 〒440-0888 （調基１）第145号         平成28年 4月 1日
     や豊橋164 豊橋市駅前大通１－１７ （か薬）第605号           平成28年 4月 1日
     0532-53-5218  (0532-53-5220) （在薬）第2514号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1164200,165,4 有限会社ピョンピョン〒441-8092 （調基１）第1913号        平成28年 4月 1日
     や豊橋165 薬局 豊橋市牟呂外神町１４－３ （地支体）第175号         平成30年 4月 1日
     0532-33-0262  (0532-33-0262) （在調）第707号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第1043号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第768号           平成 6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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  136

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1165200,166,2 オカムラ薬局 〒440-0831 （調基１）第872号         平成28年 4月 1日
     や豊橋166 豊橋市西岩田２－１０－７ （後発調１）第67号        平成30年 4月 1日
     0532-62-5576  (0532-64-5133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1166200,172,0 ドラッグヤマムラ野依〒441-8125 （調基１）第873号         平成28年 4月 1日
     や豊橋172 台薬局 豊橋市野依台１－３４－１３ （後発調１）第68号        平成30年 4月 1日
     0532-25-8351  (0532-25-8950) （在薬）第2515号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1167200,174,6 ナガオ漢方薬局 〒441-8117 （調基１）第874号         平成28年 4月 1日
     や豊橋174 豊橋市浜道町百々池４５－８３ （後発調３）第17号        平成30年 4月 1日
     0532-48-5677  (0532-48-9277) （在薬）第1092号          平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1168200,178,7 アリミ薬局 〒440-0832 （調基１）第1914号        平成28年 4月 1日
     や豊橋178 豊橋市中岩田２ー１４ー５ （在薬）第1178号          平成 7年 5月 1日
     0532-63-0239  (0532-66-0223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1169200,188,6 日の丸薬局二川店 〒441-3151 （調基１）第147号         平成28年 4月 1日
     や豊橋188 豊橋市二川町北裏１－１２ （地支体）第607号         平成30年 4月 1日
     0532-41-7411  (0532-41-7412) （か薬）第606号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2516号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1170200,196,9 ハーブ薬局大清水店 〒441-8132 （調基２）第26号          平成30年 4月 1日
     や豊橋196 豊橋市南大清水町富士見７５４－ （後発調２）第685号       平成30年 5月 1日
     ３ （か薬）第1044号          平成28年 4月 1日
     0532-25-2551  (0532-25-4551) （在薬）第1356号          平成 9年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1171200,202,5 有限会社佐藤薬局さと〒440-0873 （調基１）第1915号        平成28年 4月 1日
     や豊橋202 う調剤薬局 豊橋市小畷町３０８ （地支体）第292号         平成30年 4月 1日
     0532-53-0552  (0532-53-0553) （後発調１）第334号       平成30年 4月 1日
     （在調）第126号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第278号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2517号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1172200,204,1 有限会社佐藤薬局つつ〒440-0858 （調基１）第1916号        平成28年 4月 1日
     や豊橋204 じが丘店 豊橋市つつじが丘２－２８－１３ （後発調２）第390号       平成30年 4月 1日
     0532-63-3939  (0532-63-3975) （か薬）第277号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第758号           平成 9年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1173200,208,2 あいあい薬局 〒441-8104 （調基２）第53号          平成30年 4月 1日
     や豊橋208 豊橋市山田二番町５－１ （在薬）第2518号          平成14年 5月 1日
     0532-44-1610  (0532-44-1613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1174200,216,5 岩田調剤薬局 〒440-0033 （調基１）第877号         平成28年 4月 1日
     や豊橋216 豊橋市東岩田４－１１－３２ （在薬）第1525号          平成10年 2月 1日
     0532-63-6736  (0532-63-6737)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  137

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1175200,222,3 鈴木薬局 〒441-8065 （調基１）第878号         平成28年 4月 1日
     や豊橋222 豊橋市中浜町５３ （後発調３）第80号        平成30年 4月 1日
     0532-29-4193  (0532-29-4194) （か薬）第1512号          平成28年 7月 1日
     （在薬）第3347号          平成18年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1176200,226,4 元気薬局曙店 〒441-8151 （調基１）第142号         平成28年 4月 1日
     や豊橋226 豊橋市曙町松並７－２ （か薬）第1045号          平成28年 4月 1日
     0532-37-1180  (0532-37-1181) （在薬）第1684号          平成10年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1177200,227,2 中島薬局 〒440-0874 （調基１）第1917号        平成28年 4月 1日
     や豊橋227 豊橋市東松山町１３６ （後発調２）第686号       平成30年 5月 1日
     0532-52-5418  (0532-56-3287) （か薬）第92号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第1719号          平成10年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1178200,229,8 オリーブ薬局　豊橋店〒440-0016 （調基１）第222号         平成28年 4月 1日
     や豊橋229 豊橋市牛川町中郷１０５－３ （後発調２）第326号       平成30年 4月 1日
     0532-39-3000  (0532-39-3002) （在薬）第5450号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1179200,231,4 オカムラ調剤薬局 〒440-0853 （調基１）第879号         平成28年 4月 1日
     や豊橋231 豊橋市佐藤２－３－６ （か薬）第12号            平成28年 4月 1日
     0532-66-0061  (0532-65-0082) （在薬）第1751号          平成10年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1180200,232,2 フラワー調剤薬局 〒440-0853 （調基１）第1918号        平成28年 4月 1日
     や豊橋232 豊橋市佐藤２－２４－１１ （地支体）第582号         平成30年 4月 1日
     0532-65-1832  (0532-65-1834) （か薬）第1046号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第1754号          平成10年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1181200,235,5 さつき薬局 〒441-8125 （調基１）第53号          平成28年 4月 1日
     や豊橋235 豊橋市野依台１－３２－９ （在薬）第1787号          平成11年 2月 1日
     0532-29-7080  (0532-29-7081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1182200,236,3 浜道調剤薬局 〒441-8117 （調基１）第880号         平成28年 4月 1日
     や豊橋236 豊橋市浜道町北側８５－１ （地支体）第58号          平成30年 4月 1日
     0532-29-4816  (0532-29-4817) （後発調３）第81号        平成30年 4月 1日
     （薬菌）第217号           平成27年 8月 1日
     （在調）第709号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第154号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1780号          平成11年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1183200,240,5 有限会社草楽ゆたか調〒440-0865 （調基１）第118号         平成28年 4月 1日
     や豊橋240 剤薬局 豊橋市向山台町８－６グランビス （地支体）第59号          平成30年 4月 1日
     タ向山１階 （在調）第1119号          平成30年 4月 1日
     0532-55-1440  (0532-55-1441) （か薬）第1210号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第1815号          平成11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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  138

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1184200,244,7 有限会社山本薬局山本〒441-8061 （調基１）第881号         平成28年 4月 1日
     や豊橋244 調剤薬局 豊橋市藤沢町１０７－１ （か薬）第2083号          平成29年 7月 1日
     0532-37-1933  (0532-37-1923) （在薬）第1883号          平成11年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1185200,245,4 ハーブ薬局富士見店 〒441-8135 （調基１）第882号         平成28年 4月 1日
     や豊橋245 豊橋市富士見台３－１５－５ （後発調１）第111号       平成30年 4月 1日
     0532-23-2800  (0532-23-2780) （か薬）第1047号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第1941号          平成11年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1186200,247,0 ローズ調剤薬局三本木〒441-8152 （調基１）第883号         平成28年 4月 1日
     や豊橋247 店 豊橋市三本木町新三本木１０７－ （後発調２）第562号       平成30年 4月 1日
     ７ （在薬）第3265号          平成17年 6月 1日
     0532-38-8521  (0532-38-8522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1187200,249,6 明快堂薬局 〒440-0025 （調基１）第884号         平成28年 4月 1日
     や豊橋249 豊橋市井原町４６－６
     0532-61-3543  (0532-39-8854)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1188200,256,1 みゆきファーマシー 〒441-8113 （調基１）第3137号        平成30年 4月 1日
     や豊橋256 豊橋市西幸町古並２９１－３ （地支体）第583号         平成30年 4月 1日
     0532-38-8722  (0532-38-8723) （後発調１）第521号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第608号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2085号          平成12年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1189200,259,5 かめい調剤薬局花田店〒441-8014 （調基１）第885号         平成28年 4月 1日
     や豊橋259 豊橋市花田二番町７９－３ （後発調２）第214号       平成30年 4月 1日
     0532-34-1388  (0532-34-1387)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1190200,263,7 大井薬局豊橋前芝店 〒441-0152 （調基１）第886号         平成28年 4月 1日
     や豊橋263 豊橋市前芝町西堤３－２ （か薬）第1447号          平成28年 5月23日
     0532-34-4757  (0532-34-4755) （在薬）第2184号          平成13年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1191200,270,2 あっぷる調剤薬局長池〒440-0086 （調基１）第887号         平成28年 4月 1日
     や豊橋270 店 豊橋市下地町長池７５ （在薬）第2682号          平成14年 9月30日
     0532-58-9333  (0532-58-9366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1192200,273,6 有限会社グレープやま〒441-8113 （調基１）第888号         平成28年 4月 1日
     や豊橋273 ざき薬局 豊橋市西幸町浜池５１－１７ （在薬）第2392号          平成13年12月27日
     0532-29-8050  (0532-29-8051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1193200,277,7 かめい調剤薬局草間店〒441-8141 （調基１）第1919号        平成28年 4月 1日
     や豊橋277 豊橋市草間町東山１３５－３ （後発調３）第225号       平成30年 4月 1日
     0532-38-5870  (0532-38-5875) （在薬）第2461号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1194200,278,5 むさし薬局 〒441-8107 （調基１）第1920号        平成28年 4月 1日
     や豊橋278 豊橋市南栄町東山２１５－２ （在薬）第2591号          平成14年 5月 7日
     0532-38-5920  (0532-38-5921)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  139

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1195200,281,9 有限会社よねざわ調剤〒440-0076 （調基１）第889号         平成28年 4月 1日
     や豊橋281 薬局 豊橋市大橋通１－６９ （在薬）第2632号          平成14年 7月 1日
     0532-58-7588  (0532-58-7488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1196200,283,5 前芝調剤薬局 〒441-0152 （調基１）第890号         平成28年 4月 1日
     や豊橋283 豊橋市前芝町山内４０－３ （在薬）第2655号          平成14年 9月 1日
     0532-34-5350  (0532-34-5351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1197200,284,3 かもた調剤薬局 〒441-8036 （調基１）第891号         平成28年 4月 1日
     や豊橋284 豊橋市東橋良町２３－１ （地支体）第176号         平成30年 4月 1日
     0532-38-8033  (0532-38-8033) （在調）第975号           平成29年 5月 1日
     （か薬）第609号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3398号          平成18年 4月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1198200,293,4 神谷薬局西幸店 〒441-8113 （調基１）第892号         平成28年 4月 1日
     や豊橋293 豊橋市西幸町浜池４２－８ （か薬）第1141号          平成28年 4月 1日
     0532-38-7364  (0532-38-7365) （在薬）第2723号          平成15年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1199200,294,2 なかた調剤薬局 〒440-0874 （調基１）第893号         平成28年 4月 1日
     や豊橋294 豊橋市東松山町４１－１ （後発調２）第72号        平成30年 4月 1日
     0532-75-0171  (0532-75-9251) （在薬）第5231号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1200200,295,9 かめい調剤薬局吉川店〒441-8002 （調基１）第1921号        平成28年 4月 1日
     や豊橋295 豊橋市吉川町２２４－１ （後発調１）第216号       平成30年 4月 1日
     0532-34-7217  (0532-34-7212) （在薬）第2737号          平成15年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1201200,296,7 小島調剤薬局 〒441-8023 （調基１）第223号         平成28年 4月 1日
     や豊橋296 豊橋市八通町７７ （地支体）第258号         平成30年 4月 1日
     0532-34-7234  (0532-34-7235) （後発調１）第112号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1149号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第610号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2762号          平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1202200,297,5 めいぷる薬局 〒440-0012 （調基１）第3180号        平成30年 4月 1日
     や豊橋297 豊橋市東小鷹野３－１２－２１ （地支体）第177号         平成30年 4月 1日
     0532-69-1640  (0532-69-1633) （か薬）第42号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第2763号          平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1203200,299,1 あっぷる調剤薬局飯村〒440-0834 （調基１）第894号         平成28年 4月 1日
     や豊橋299 西山店 豊橋市飯村北１－１－１
     0532-69-3663  (0532-53-1213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1204200,302,3 フジ薬局 〒440-0026 （調基１）第1922号        平成28年 4月 1日
     や豊橋302 豊橋市多米西町１－４－２１ （後発調１）第217号       平成30年 4月 1日
     0532-65-1807  (0532-65-1808) （か薬）第1048号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2865号          平成15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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  140

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1205200,303,1 チカラ薬局 〒440-0806 （調基１）第895号         平成28年 4月 1日
     や豊橋303 豊橋市八町通５－１６－１ （後発調２）第215号       平成30年 4月 1日
     0532-54-3620  (0532-53-6558) （在薬）第4316号          平成21年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1206200,304,9 コトブキ調剤薬局豊橋〒441-8085 （調基３ロ）第175号       平成30年 4月 1日
     や豊橋304 店 豊橋市青竹町八間西３７－５ （後発調２）第563号       平成30年 4月 1日
     0532-34-7630  (0532-34-7631) （か薬）第1529号          平成28年 7月 1日
     （在薬）第3012号          平成16年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1207200,305,6 村松薬局 〒440-0035 （調基１）第896号         平成28年 4月 1日
     や豊橋305 豊橋市平川南町８０－１ （地支体）第178号         平成30年 4月 1日
     0532-62-4987  (0532-64-6547) （薬菌）第237号           平成28年 4月 1日
     （在調）第710号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第611号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4898号          平成24年12月24日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1208200,306,4 薬局マツモトキヨシ豊〒440-0075 （調基１）第1923号        平成28年 4月 1日
     や豊橋306 橋駅ビルカルミア店 豊橋市花田町西宿無番地
     0532-52-2263  (0532-58-6705)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1209200,309,8 ゆたか調剤薬局往完店〒441-8082 （調基１）第117号         平成28年 4月 1日
     や豊橋309 豊橋市往完町往還東３９－２ （か薬）第1211号          平成28年 4月 1日
     0532-35-0551  (0532-35-0552) （在薬）第3152号          平成17年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1210200,311,4 エムハート薬局　とよ〒441-8087 （調基３ロ）第14号        平成30年 4月 1日
     や豊橋311 はし店 豊橋市牟呂町西明治源助堀６－６ （後発調１）第69号        平成30年 4月 1日
     0532-34-0561  (0532-34-0562) （在薬）第3114号          平成16年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1211200,312,2 クオール薬局　豊橋店〒441-8023 （調基１）第897号         平成28年 4月 1日
     や豊橋312 豊橋市八通町１－２ （後発調１）第377号       平成30年 4月 1日
     0532-34-0307  (0532-31-0386) （在薬）第4859号          平成24年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1212200,313,0 いずみ薬局おだかの店〒440-0013 （調基１）第898号         平成28年 4月 1日
     や豊橋313 豊橋市西小鷹野１－１３－８ （在薬）第3090号          平成16年10月 1日
     0532-69-1666  (0532-69-1676)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1213200,314,8 あんず薬局 〒441-8112 （調基１）第899号         平成28年 4月 1日
     や豊橋314 豊橋市牧野町８６ （在薬）第3091号          平成16年10月 1日
     0532-39-1801  (0532-39-1802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1214200,318,9 ファーマシー了生薬局〒440-0864 （調基１）第900号         平成28年 4月 1日
     や豊橋318 向山店 豊橋市向山町中畑１３－１マイル （か薬）第1448号          平成28年 5月25日
     ストーンビル （在薬）第3140号          平成16年11月 1日
     0532-57-1666  (0532-57-1679)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  141

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1215200,321,3 アイン薬局豊橋東店 〒440-0833 （調基３ロ）第126号       平成30年 4月 1日
     や豊橋321 豊橋市飯村町高山２０７－５ （後発調１）第218号       平成30年 4月 1日
     0532-69-1366  (0532-66-2021) （在調）第755号           平成28年 5月 1日
     （か薬）第1309号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3192号          平成17年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1216200,324,7 豊橋東部調剤薬局 〒440-0834 （調基１）第901号         平成28年 4月 1日
     や豊橋324 豊橋市飯村北３－１４－３ （後発調１）第22号        平成30年 4月 1日
     0532-64-0225  (0532-64-6966) （か薬）第2355号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第3236号          平成17年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1217200,325,4 神谷調剤薬局 〒440-0888 （調基１）第902号         平成28年 4月 1日
     や豊橋325 豊橋市駅前大通３－１１８先 （後発調１）第522号       平成30年 4月 1日
     0532-51-1380  (0532-51-1381) （か薬）第1140号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3376号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1218200,329,6 きりん薬局 〒441-8132 （調基１）第1925号        平成28年 4月 1日
     や豊橋329 豊橋市南大清水町元町２１０－５ （後発調１）第523号       平成30年 4月 1日
     0532-29-7511  (0532-29-7512) （か薬）第613号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4363号          平成22年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1219200,332,0 有限会社大沢薬局白河〒441-8021 （調基１）第2109号        平成28年 4月 1日
     や豊橋332 店 豊橋市白河町３０－１ （地支体）第60号          平成30年 4月 1日
     0532-31-3255  (0532-31-3477) （後発調２）第125号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1150号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第1555号          平成28年 8月 1日
     （在薬）第3419号          平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1220200,334,6 コスモ調剤薬局 〒441-8073 （調基１）第903号         平成28年 4月 1日
     や豊橋334 豊橋市大崎町広沢８３－１ （後発調２）第216号       平成30年 4月 1日
     0532-44-8388  (0532-44-8389) （後発調３）第561号       平成30年 6月 1日
     （か薬）第615号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3463号          平成18年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1221200,335,3 あゆみ調剤薬局 〒440-0815 （調基１）第904号         平成28年 4月 1日
     や豊橋335 豊橋市中世古町８６ （地支体）第259号         平成30年 4月 1日
     0532-55-0500  (0532-55-0510) （後発調３）第418号       平成30年 4月 1日
     （在調）第127号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第616号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3464号          平成18年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1222200,346,0 日本調剤豊橋薬局 〒440-0853 （調基３ロ）第176号       平成30年 4月 1日
     や豊橋346 豊橋市佐藤１－１４－２４ （後発調３）第281号       平成30年 4月 1日
     0532-62-2216  (0532-62-2219) （在調）第831号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第3566号          平成19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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  142

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1223200,348,6 ハーブ薬局　牟呂店 〒441-8087 （調基１）第3085号        平成30年 1月 4日
     や豊橋348 豊橋市牟呂町大塚８６－５ （後発調３）第82号        平成30年 4月 1日
     0532-44-1212  (0532-44-1213) （か薬）第2314号          平成30年 1月 4日
     （在薬）第6057号          平成30年 1月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1224200,349,4 クオール薬局豊橋南店〒441-8132 （調基１）第906号         平成28年 4月 1日
     や豊橋349 豊橋市南大清水町富士見４５５－ （調基３ロ）第129号       平成30年 4月 1日
     １ （か薬）第1556号          平成28年 8月 1日
     0532-29-7205  (0532-29-7223) （在薬）第3632号          平成19年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1225200,352,8 いちご薬局小鷹野店 〒440-0013 （調基１）第907号         平成28年 4月 1日
     や豊橋352 豊橋市西小鷹野４－８－２２ （後発調３）第282号       平成30年 4月 1日
     0532-69-1086  (0532-69-1087) （か薬）第1052号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3736号          平成20年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1226200,353,6 うらら調剤薬局豊橋店〒440-0833 （調基１）第908号         平成28年 4月 1日
     や豊橋353 豊橋市飯村町高山２０６－１ （後発調１）第306号       平成30年 4月 1日
     0532-69-5225  (0532-69-5226) （後発調２）第732号       平成30年 6月 1日
     （在薬）第3681号          平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1227200,355,1 エムハート薬局　とよ〒440-0853 （調基３ロ）第15号        平成30年 4月 1日
     や豊橋355 はし南店 豊橋市佐藤３－１８－５ （後発調２）第73号        平成30年 4月 1日
     0532-66-5552  (0532-66-5553) （か薬）第1656号          平成28年10月 1日
     （在薬）第3758号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1228200,356,9 フローラー薬局賀茂店〒441-1101 （調基１）第1928号        平成28年 4月 1日
     や豊橋356 豊橋市賀茂町宗末５０－２ （か薬）第2407号          平成30年 4月 1日
     0532-87-0046  (0532-87-0047) （在薬）第4062号          平成20年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1229200,358,5 クオール薬局　豊橋東〒440-0045 （調基３ロ）第17号        平成30年 4月 1日
     や豊橋358 店 豊橋市吾妻町１１６ （後発調１）第113号       平成30年 4月 1日
     0532-69-2036  (0532-69-2007) （か薬）第618号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4664号          平成23年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1230200,362,7 スギヤマ薬局花田店 〒441-8019 （調基１）第1929号        平成28年 4月 1日
     や豊橋362 豊橋市花田町荒木４９－１ （後発調１）第415号       平成30年 4月 1日
     0532-33-4911  (0532-34-7812) （在薬）第3847号          平成20年 8月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1231200,363,5 スギヤマ薬局三ノ輪店〒440-0837 （調基１）第1930号        平成28年 4月 1日
     や豊橋363 豊橋市三ノ輪町本興寺１５－２ （後発調１）第413号       平成30年 4月 1日
     0532-64-9711  (0532-65-8762) （在薬）第3848号          平成20年 8月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1232200,365,0 スギヤマ薬局高師店 〒441-8157 （調基１）第1931号        平成28年 4月 1日
     や豊橋365 豊橋市上野町１２４－６ （後発調１）第430号       平成30年 4月 1日
     0532-38-8401  (0532-38-8448) （在薬）第3850号          平成20年 8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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  143

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1233200,367,6 スマイル調剤薬局 〒441-8106 （調基２）第41号          平成30年 4月 1日
     や豊橋367 豊橋市弥生町東豊和９４－１
     0532-37-2525  (0532-39-1711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1234200,368,4 スギ薬局　豊橋牧野店〒441-8112 （調基１）第2408号        平成28年 4月 1日
     や豊橋368 豊橋市牧野町牧野２６－４７ （地支体）第405号         平成30年 4月 1日
     0532-38-0071  (0532-38-0072) （後発調１）第607号       平成30年 4月 1日
     （在調）第406号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第1718号          平成28年11月 1日
     （在薬）第4134号          平成21年 1月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1235200,369,2 スギ薬局　牟呂店 〒441-8083 （調基１）第2768号        平成28年10月26日
     や豊橋369 豊橋市東脇４－２２－１２ （地支体）第406号         平成30年 4月 1日
     0532-34-2366  (0532-34-2367) （後発調３）第450号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1087号          平成29年12月 1日
     （か薬）第2284号          平成29年12月 1日
     （在薬）第5812号          平成28年10月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1236200,370,0 スギ薬局　飯村店 〒440-0841 （調基１）第2410号        平成28年 4月 1日
     や豊橋370 豊橋市西口町土橋１０－１ （後発調２）第452号       平成30年 4月 1日
     0532-65-8181  (0532-65-8180) （在薬）第3921号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1237200,371,8 スギ薬局　東田店 〒440-0053 （調基１）第2411号        平成28年 4月 1日
     や豊橋371 豊橋市老松町１６ （後発調２）第453号       平成30年 4月 1日
     0532-69-5475  (0532-69-5476) （在薬）第3922号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1238200,372,6 スギ薬局　豊橋中浜店〒441-8065 （調基１）第2412号        平成28年 4月 1日
     や豊橋372 豊橋市中浜町２１９－６８ （後発調２）第454号       平成30年 4月 1日
     0532-29-0335  (0532-29-0336) （在薬）第4241号          平成21年 6月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1239200,373,4 スギ薬局　豊橋南店 〒441-8133 （調基１）第2413号        平成28年 4月 1日
     や豊橋373 豊橋市大清水町大清水３－１１８ （地支体）第407号         平成30年 4月 1日
     ２豊橋南プラザ内 （後発調１）第608号       平成30年 4月 1日
     0532-29-3660  (0532-29-3661) （か薬）第954号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3924号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1240200,374,2 スギ薬局　石巻店 〒441-1115 （調基１）第2414号        平成28年 4月 1日
     や豊橋374 豊橋市石巻本町東野１５－３９ （後発調２）第455号       平成30年 4月 1日
     0532-87-0661  (0532-87-0662) （在薬）第3925号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1241200,375,9 スギ薬局　東岩田店 〒440-0033 （調基１）第2415号        平成28年 4月 1日
     や豊橋375 豊橋市東岩田１－１１－７ （地支体）第408号         平成30年 4月 1日
     0532-69-3151  (0532-69-3152) （後発調１）第609号       平成30年 4月 1日
     （在調）第404号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第2094号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第3926号          平成20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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  144

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1242200,376,7 スギ薬局　井原店 〒440-0025 （調基１）第2416号        平成28年 4月 1日
     や豊橋376 豊橋市井原町２９－１ （後発調１）第610号       平成30年 4月 1日
     0532-69-3510  (0532-69-3517) （在調）第405号           平成26年 4月 1日
     （在薬）第3927号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1243200,377,5 スギ薬局　西岩田店 〒440-0831 （調基１）第2417号        平成28年 4月 1日
     や豊橋377 豊橋市西岩田１－４－８ （地支体）第409号         平成30年 4月 1日
     0532-69-2750  (0532-69-2751) （か薬）第955号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3928号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1244200,379,1 スギ薬局　二川店 〒441-3143 （調基１）第2418号        平成28年 4月 1日
     や豊橋379 豊橋市大岩町西郷内１５０－１ （後発調２）第456号       平成30年 4月 1日
     0532-65-6351  (0532-41-3150) （在薬）第4087号          平成20年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1245200,380,9 アイランド薬局　石巻〒441-1115 （調基１）第366号         平成28年 4月 1日
     や豊橋380 本町店 豊橋市石巻本町市場８６－３ （後発調２）第217号       平成30年 4月 1日
     0532-88-1088  (0532-88-1064) （在薬）第4119号          平成20年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1246200,381,7 新生ファーマシー 〒440-0025 （調基１）第909号         平成28年 4月 1日
     や豊橋381 豊橋市井原町１０６－３ （地支体）第61号          平成30年 4月 1日
     0532-26-5968  (0532-26-5938) （後発調２）第74号        平成30年 4月 1日
     （か薬）第1489号          平成28年 7月 1日
     （在薬）第4135号          平成21年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1247200,382,5 スギ薬局　菰口店 〒441-8011 （調基１）第2419号        平成28年 4月 1日
     や豊橋382 豊橋市菰口町３－２５ （地支体）第410号         平成30年 4月 1日
     0532-34-7915  (0532-31-3826) （後発調３）第451号       平成30年 4月 1日
     （在調）第408号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第956号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4216号          平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1248200,383,3 たかやま調剤薬局 〒440-0836 （調基１）第910号         平成28年 4月 1日
     や豊橋383 豊橋市飯村町浜道上２－１ （後発調１）第23号        平成30年 4月 1日
     0532-69-3535  (0532-69-3537) （か薬）第1490号          平成28年 7月 1日
     （在薬）第4242号          平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1249200,385,8 あおぞら薬局 〒441-8083 （調基１）第1932号        平成28年 4月 1日
     や豊橋385 豊橋市東脇１－７－１４ （地支体）第584号         平成30年 4月 1日
     0532-34-2424  (0532-34-2962) （後発調１）第524号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第619号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4294号          平成21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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  145

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1250200,386,6 中央調剤薬局 〒440-0076 （調基１）第1933号        平成28年 4月 1日
     や豊橋386 豊橋市大橋通２－１１２ （調基３ロ）第53号        平成30年 4月 1日
     0532-53-5450  (0532-53-5455) （後発調１）第701号       平成30年 5月 1日
     （在調）第1065号          平成29年11月 1日
     （か薬）第1997号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第4356号          平成22年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1251200,387,4 日の丸調剤薬局高師店〒441-8142 （調基１）第3052号        平成29年11月 1日
     や豊橋387 豊橋市向草間町北新切１２１－２ （地支体）第293号         平成30年 4月 1日
     0532-39-6215  (0532-39-6216) （後発調３）第349号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2261号          平成29年11月 1日
     （在薬）第6023号          平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1252200,388,2 赤門薬局 〒440-0806 （調基１）第1934号        平成28年 4月 1日
     や豊橋388 豊橋市八町通５－２８ （在薬）第4489号          平成22年 9月 1日
     0532-52-3613  (0532-52-3615)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1253200,389,0 りーふ薬局 〒441-8133 （調基１）第912号         平成28年 4月 1日
     や豊橋389 豊橋市大清水町大清水３－８６７ （後発調２）第327号       平成30年 4月 1日
     0532-39-7595  (0532-39-7596) （か薬）第155号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第6113号          平成30年 3月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1254200,390,8 さくら薬局 〒441-8153 （調基１）第1935号        平成28年 4月 1日
     や豊橋390 豊橋市高師本郷町北浦７４－３ （後発調３）第283号       平成30年 4月 1日
     0532-39-7066  (0532-39-7069) （在薬）第4519号          平成22年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1255200,391,6 向日葵薬局 〒440-0834 （調基１）第913号         平成28年 4月 1日
     や豊橋391 豊橋市飯村北５－２－１４ （後発調１）第611号       平成30年 4月 1日
     0532-69-5301  (0532-69-5301) （在薬）第4541号          平成23年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1256200,393,2 まごころ薬局二川店 〒441-3141 （調基１）第1936号        平成28年 4月 1日
     や豊橋393 豊橋市大岩町北山３４９－３ （地支体）第294号         平成30年 4月 1日
     0532-41-3773  (0532-41-3776) （後発調１）第307号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1310号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4562号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1257200,394,0 キョーワ薬局豊橋店 〒441-8104 （調基３イ）第128号       平成30年 4月 1日
     や豊橋394 豊橋市山田二番町２－１ （後発調１）第389号       平成30年 4月 1日
     0532-48-2228  (0532-48-2227) （か薬）第2184号          平成29年10月 1日
     （在薬）第4689号          平成23年 9月22日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1258200,395,7 エムハート薬局　やま〒441-8104 （調基３ロ）第16号        平成30年 4月 1日
     や豊橋395 だ店 豊橋市山田二番町７７－４ （後発調１）第24号        平成30年 4月 1日
     0532-38-8310  (0532-47-6610) （在調）第1151号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第1491号          平成28年 7月 1日
     （在薬）第4566号          平成23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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  146

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1259200,398,1 スギ薬局　青竹店 〒441-8085 （調基１）第2420号        平成28年 4月 1日
     や豊橋398 豊橋市青竹町八間西１０－１ （調基３ロ）第113号       平成30年 4月 1日
     0532-34-7501  (0532-34-7502) （後発調１）第612号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第64号            平成23年 5月 1日
     （在調）第407号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第1557号          平成28年 8月 1日
     （在薬）第4601号          平成23年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1260200,399,9 ほのぼの薬局 〒440-0821 （調基１）第914号         平成28年 4月 1日
     や豊橋399 豊橋市春日町２－３－１春日町ム （地支体）第62号          平成30年 4月 1日
     ラタビル１０５ （後発調２）第75号        平成30年 4月 1日
     0532-39-3183  (0532-39-3185) （か薬）第2340号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第4660号          平成23年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1261200,400,5 アザレア薬局 〒440-0076 （調基１）第1937号        平成28年 4月 1日
     や豊橋400 豊橋市大橋通１－９０越知ビル１ （後発調１）第525号       平成30年 4月 1日
     階 （か薬）第620号           平成28年 4月 1日
     0532-57-6400  (0532-57-6401) （在薬）第4735号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1262200,401,3 エムハート薬局　まつ〒440-0897 （調基３ロ）第54号        平成30年 4月 1日
     や豊橋401 ば店 豊橋市松葉町３－１２ （後発調３）第149号       平成30年 4月 1日
     0532-57-2552  (0532-53-2666) （在調）第557号           平成27年 8月 1日
     （か薬）第279号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4779号          平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1263200,404,7 スギヤマ調剤薬局豊橋〒441-8085 （調基３イ）第129号       平成30年 4月 1日
     や豊橋404 店 豊橋市青竹町青竹９２ （後発調１）第426号       平成30年 4月 1日
     0532-34-7611  (0532-34-7612) （在薬）第4828号          平成24年 8月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1264200,406,2 銀杏薬局 〒441-8141 （調基１）第1938号        平成28年 4月 1日
     や豊橋406 豊橋市草間町二本松２５－４ （後発調３）第83号        平成30年 4月 1日
     0532-39-5566  (0532-39-7773) （か薬）第621号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4955号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1265200,407,0 ココカラファイン薬局〒441-8085 （調基３ロ）第177号       平成30年 4月 1日
     や豊橋407 青竹店 豊橋市青竹町八間西１７－１ （後発調２）第564号       平成30年 4月 1日
     0532-33-3335  (0532-34-7200) （か薬）第1629号          平成28年10月 1日
     （在薬）第4991号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1266200,408,8 ココカラファイン薬局〒440-0836 （調基１）第1939号        平成28年 4月 1日
     や豊橋408 豊橋医療センター前店豊橋市飯村町浜道上５０－１ （調基３ロ）第178号       平成30年 4月 1日
     0532-69-3880  (0532-69-3440) （後発調１）第526号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2305号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第4992号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  147

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1267200,409,6 シーズ調剤薬局二川店〒441-3145 （調基１）第1940号        平成28年 4月 1日
     や豊橋409 豊橋市大岩町北元屋敷３４－１５ （調基３ロ）第179号       平成30年 4月 1日
     0532-41-7171  (0532-65-5610) （後発調１）第527号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1513号          平成28年 7月 1日
     （在薬）第4993号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1268200,410,4 ココカラファイン小鷹〒440-0013 （調基１）第1941号        平成28年 4月 1日
     や豊橋410 野薬局 豊橋市西小鷹野２－１－１ （後発調１）第528号       平成30年 4月 1日
     0532-69-1330  (0532-69-1338) （在薬）第4994号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1269200,411,2 ココカラファイン薬局〒441-8002 （調基１）第1942号        平成28年 4月 1日
     や豊橋411 　吉川店 豊橋市吉川町１６１－１ （後発調１）第529号       平成30年 4月 1日
     0532-34-5113  (0532-33-7147) （か薬）第2186号          平成29年10月 1日
     （在薬）第4995号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1270200,412,0 ジップドラッグ西高師〒441-8154 （調基１）第1943号        平成28年 4月 1日
     や豊橋412 薬局 豊橋市西高師町沢向５ （地支体）第608号         平成30年 4月 1日
     0532-38-1410  (0532-38-8490) （後発調１）第530号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第622号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5708号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1271200,413,8 ココカラファイン薬局〒441-8149 （調基１）第1944号        平成28年 4月 1日
     や豊橋413 　草間店 豊橋市中野町大原１７－１ （地支体）第609号         平成30年 4月 1日
     0532-38-5450  (0532-48-5281) （後発調１）第531号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1190号          平成30年 5月 1日
     （か薬）第1214号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4996号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1272200,414,6 エムハート薬局　中橋〒441-8037 （調基３ロ）第55号        平成30年 4月 1日
     や豊橋414 良店 豊橋市中橋良町６７－２ （在薬）第5047号          平成25年 8月 1日
     0532-21-7750  (0532-21-7751)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1273200,415,3 みゆきファーマシー東〒440-0812 （調基１）第915号         平成28年 4月 1日
     や豊橋415 新町店 豊橋市東新町２００－２ （後発調３）第284号       平成30年 4月 1日
     0532-39-4627  (0532-39-4628) （か薬）第623号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5048号          平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1274200,416,1 まごころ薬局　神明店〒440-0882 （調基１）第1945号        平成28年 4月 1日
     や豊橋416 豊橋市神明町１０８ （後発調１）第308号       平成30年 4月 1日
     0532-56-3388  (0532-56-3101) （か薬）第2220号          平成29年10月 1日
     （在薬）第5096号          平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1275200,418,7 有限会社グレープ　き〒441-8112 （調基１）第916号         平成28年 4月 1日
     や豊橋418 たやま薬局 豊橋市牧野町牧野２６－１７９
     0532-39-4833  (0532-39-4834)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  148

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1276200,419,5 みゆきファーマシー羽〒441-8012 （調基１）第917号         平成28年 4月 1日
     や豊橋419 田店 豊橋市羽田町４０－１ （後発調３）第285号       平成30年 4月 1日
     0532-35-9583  (0532-35-9584) （か薬）第2116号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第5108号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1277200,421,1 フロンティア薬局花田〒441-8019 （調基３イ）第130号       平成30年 4月 1日
     や豊橋421 店 豊橋市花田町小松６６－７ （後発調３）第350号       平成30年 4月 1日
     0532-34-2035  (0532-32-6010) （か薬）第2356号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第5128号          平成25年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1278200,422,9 ニック豊橋ドライブス〒441-8085 （調基３イ）第225号       平成30年 4月 1日
     や豊橋422 ルー薬局 豊橋市青竹町八間西１６－３ （後発調１）第532号       平成30年 4月 1日
     0532-34-5121  (0532-34-5122) （在薬）第5152号          平成26年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1279200,423,7 クリエイト薬局豊橋小〒441-8109 （調基１）第1946号        平成28年 4月 1日
     や豊橋423 松町店 豊橋市小松町２３３－３ （後発調１）第309号       平成30年 4月 1日
     0532-38-5751  (0532-38-5752) （在薬）第5153号          平成26年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1280200,425,2 大井薬局　豊橋やよい〒441-8106 （調基１）第918号         平成28年 4月 1日
     や豊橋425 店 豊橋市弥生町中原７１－２ （地支体）第610号         平成30年 4月 1日
     0532-38-5115  (0532-38-5116) （後発調３）第452号       平成30年 4月 1日
     （在調）第427号           平成26年 5月 1日
     （か薬）第2246号          平成29年11月 1日
     （在薬）第5195号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1281200,426,0 大井薬局　なかの店 〒441-8149 （調基１）第919号         平成28年 4月 1日
     や豊橋426 豊橋市中野町大原４６－２ （後発調３）第286号       平成30年 4月 1日
     0532-38-8827  (0532-38-8828) （か薬）第2167号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第5196号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1282200,429,4 わかば薬局　豊橋店 〒441-8002 （調基３イ）第131号       平成30年 4月 1日
     や豊橋429 豊橋市吉川町２４６－５ （後発調１）第310号       平成30年 4月 1日
     0532-34-3815  (0532-34-3816) （か薬）第1895号          平成29年 4月 1日
     （在薬）第5281号          平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1283200,430,2 まんてん薬局 〒441-8087 （調基１）第920号         平成28年 4月 1日
     や豊橋430 豊橋市牟呂町東里６１－２ （後発調３）第150号       平成30年 4月 1日
     0532-43-5111  (0532-43-5112) （在薬）第5316号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1284200,431,0 牟呂調剤薬局 〒441-8083 （調基１）第1947号        平成28年 4月 1日
     や豊橋431 豊橋市東脇２－１４－７大和田ハ （地支体）第295号         平成30年 4月 1日
     イツ１０１、１０２ （後発調１）第311号       平成30年 4月 1日
     0532-33-7458  (0532-33-7457) （か薬）第1054号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5317号          平成26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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  149

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1285200,432,8 ウエルシア薬局豊橋東〒441-1113 （調基１）第921号         平成28年 4月 1日
     や豊橋432 森岡店 豊橋市東森岡１－１１－１６ （後発調１）第312号       平成30年 4月 1日
     0532-87-1311  (0532-87-1312) （在薬）第5318号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1286200,433,6 ウエルシア薬局豊橋平〒440-0038 （調基１）第922号         平成28年 4月 1日
     や豊橋433 川本町店 豊橋市平川本町１－１２－２ （在薬）第5319号          平成26年 9月 1日
     0532-69-1288  (0532-69-1289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1287200,434,4 ウエルシア薬局豊橋花〒441-8032 （調基１）第923号         平成28年 4月 1日
     や豊橋434 中町店 豊橋市花中町１１９－１ （後発調３）第351号       平成30年 4月 1日
     0532-35-1848  (0532-35-1847) （在薬）第5320号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1288200,435,1 しょうなん調剤薬局　〒440-0876 （調基１）第924号         平成28年 4月 1日
     や豊橋435 ひので西松山店 豊橋市西松山町２６ （地支体）第63号          平成30年 4月 1日
     0532-35-9200  (0532-35-9201) （後発調３）第84号        平成30年 4月 1日
     （在調）第711号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第1215号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5379号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1289200,437,7 ほの国薬局 〒440-0833 （調基１）第1948号        平成28年 4月 1日
     や豊橋437 豊橋市飯村町西山２５－１１８１ （後発調２）第328号       平成30年 4月 1日
     階１０１ （か薬）第2058号          平成29年 7月 1日
     0532-35-6631  (0532-35-6632) （在薬）第5437号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1290200,438,5 飯村北薬局 〒440-0834 （調基１）第926号         平成28年 4月 1日
     や豊橋438 豊橋市飯村北１－８－２ （後発調２）第76号        平成30年 4月 1日
     0532-39-8754  (0532-39-8753) （在薬）第5460号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1291200,439,3 よねざわ調剤薬局高洲〒441-8006 （調基１）第927号         平成28年 4月 1日
     や豊橋439 店 豊橋市高洲町森下１９－３ （後発調１）第469号       平成30年 4月 1日
     0532-34-7535  (0532-34-7545) （在薬）第5483号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1292200,440,1 あるぷす薬局　豊橋店〒441-8106 （調基３イ）第50号        平成30年 4月 1日
     や豊橋440 豊橋市弥生町西豊和９－４ （在薬）第5606号          平成28年 3月 1日
     0532-38-5757  (0532-38-5756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1293200,441,9 いちご薬局 〒440-0066 （調基１）第928号         平成28年 4月 1日
     や豊橋441 豊橋市東田町２５８－５ （か薬）第45号            平成28年 4月 1日
     0532-65-4055  (0532-65-4056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1294200,442,7 みかん薬局 〒441-8083 （調基１）第1949号        平成28年 4月 1日
     や豊橋442 豊橋市東脇１－８－８ＲＹビル１ （後発調２）第565号       平成30年 4月 1日
     階 （在薬）第5607号          平成28年 3月 1日
     0532-21-9608  (0532-21-9609)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  150

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1295200,443,5 キョーワ薬局　緑ヶ丘〒440-0004 （調基３イ）第132号       平成30年 4月 1日
     や豊橋443 店 豊橋市忠興２－１４－１７ （後発調１）第219号       平成30年 4月 1日
     0532-39-4871  (0532-39-4872) （薬菌）第279号           平成30年 3月 1日
     （在調）第792号           平成28年 6月 1日
     （か薬）第1719号          平成28年11月 1日
     （在薬）第5625号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1296200,444,3 アピス薬局豊橋店 〒440-0806 （調基１）第2911号        平成29年 4月 1日
     や豊橋444 豊橋市八町通３－１１３ （調基３イ）第226号       平成30年 4月 1日
     0532-57-1710  (0532-57-1711) （在薬）第5641号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1297200,445,0 アリス薬局 〒440-0881 （調基１）第2640号        平成28年 6月 1日
     や豊橋445 豊橋市広小路１－３０－１ （在薬）第5663号          平成28年 6月 1日
     0532-43-6673  (0532-43-6898) （在薬）第5724号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1298200,446,8 バニラ薬局南栄店 〒441-8107 （調基１）第2691号        平成28年 9月 1日
     や豊橋446 豊橋市南栄町東山２２６－１　１ （地支体）第611号         平成30年 4月 1日
     階 （後発調３）第287号       平成30年 4月 1日
     0532-39-4037  (0532-39-4038) （か薬）第1921号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第5702号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1299200,447,6 しずか調剤薬局みのわ〒440-0838 （調基２）第43号          平成30年 4月 1日
     や豊橋447 店 豊橋市三ノ輪町三ノ輪５－１１ （在薬）第5771号          平成28年11月 1日
     0532-69-1888  (0532-69-1887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1300200,448,4 アイセイ薬局こもぐち〒441-8011 （調基１）第2740号        平成28年10月 1日
     や豊橋448 店 豊橋市菰口町５－１０１ （在調）第890号           平成28年10月 1日
     0532-34-2026  (0532-32-6310) （か薬）第1680号          平成28年10月 1日
     （在薬）第5772号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1301200,449,2 アイセイ薬局東田店 〒440-0041 （調基３ロ）第142号       平成30年 4月 1日
     や豊橋449 豊橋市岩田町道合８３－１ （在調）第891号           平成28年10月 1日
     0532-69-5051  (0532-66-1560) （か薬）第1681号          平成28年10月 1日
     （在薬）第5773号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1302200,450,0 アイセイ薬局つつじが〒440-0858 （調基１）第2742号        平成28年10月 1日
     や豊橋450 丘店 豊橋市つつじが丘２－７－２５ （地支体）第260号         平成30年 4月 1日
     0532-69-1551  (0532-62-1124) （後発調３）第431号       平成30年 4月 1日
     （在調）第892号           平成28年10月 1日
     （か薬）第1682号          平成28年10月 1日
     （在薬）第5774号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1303200,451,8 アイセイ薬局豊橋大山〒441-8071 （調基３ロ）第141号       平成30年 4月 1日
     や豊橋451 店 豊橋市大山町松荒９－４ （在調）第893号           平成28年10月 1日
     0532-38-5155  (0532-46-1110) （か薬）第2372号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第5775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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  151

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1304200,452,6 そよかぜ薬局　みのわ〒440-0838 （調基１）第2953号        平成29年 6月 1日
     や豊橋452 店 豊橋市三ノ輪町三ノ輪５－１５ （後発調２）第126号       平成30年 4月 1日
     0532-39-5327  (0532-39-5328) （在薬）第5927号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1305200,453,4 ポトス薬局にしみゆき〒441-8113 （調基１）第2996号        平成29年10月 1日
     や豊橋453 店 豊橋市西幸町笠松２９－３ （後発調３）第453号       平成30年 4月 1日
     0532-38-8808  (0532-38-5808) （在薬）第5971号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1306200,454,2 サンドラッグ豊橋牧野〒441-8112 （調基１）第3019号        平成29年11月 1日
     や豊橋454 薬局 豊橋市牧野町牧野２４－１ （後発調１）第702号       平成30年 5月 1日
     0532-38-5735  (0532-38-5735) （在薬）第5992号          平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1307200,455,9 中央薬局 〒440-0888 （調基１）第3064号        平成29年12月 1日
     や豊橋455 豊橋市駅前大通１－４６－１豊鉄 （地支体）第296号         平成30年 4月 1日
     ターミナルビル１階 （か薬）第2297号          平成29年12月 1日
     0532-52-7488  (0532-52-7488) （在薬）第6035号          平成29年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1308200,456,7 クオール薬局　豊橋岩〒440-0842 （後発調３）第532号       平成30年 5月 1日
     や豊橋456 屋店 豊橋市岩屋町岩屋下３９－１３ （在薬）第6058号          平成30年 2月 1日
     0532-39-6089  (0532-39-6090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1309200,457,5 どんぐり薬局 〒440-0896 （調基１）第3086号        平成30年 1月 1日
     や豊橋457 豊橋市萱町１４八千代ビル１階Ｂ （後発調１）第313号       平成30年 4月 1日
     0532-35-7847  (0532-35-7857) （在薬）第6059号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1310200,458,3 イオン薬局豊橋南店 〒441-8124 （調基３ロ）第245号       平成30年 5月 1日
     や豊橋458 豊橋市野依町落合１－１２ （在薬）第6144号          平成30年 5月 1日
     0532-25-2051  (0532-25-2061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1311200,459,1 日の丸薬局小鷹野店 〒440-0013 （在薬）第6160号          平成30年 6月 1日
     や豊橋459 豊橋市西小鷹野４－１１－１
     0532-39-4912  (0532-39-4913)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1312200,460,9 キョーワ薬局　立花店〒441-8028 （調基１）第3196号        平成30年 6月 1日
     や豊橋460 豊橋市立花町６ （在薬）第6161号          平成30年 6月 1日
     0532-21-5580  (0532-21-5590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1313210,089,4 山田薬局 〒444-0077 （調基１）第1950号        平成28年 4月 1日
     や岡崎89 岡崎市井田町茨坪２０ （在薬）第252号           平成 6年11月 1日
     0564-23-8617  (0564-25-4841)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1314210,113,2 タケミ堂薬局 〒444-0813 （調基１）第225号         平成28年 4月 1日
     や岡崎113 岡崎市羽根町若宮５４－７ （地支体）第179号         平成30年 4月 1日
     0564-51-4720  (0564-51-4720) （後発調１）第220号       平成30年 4月 1日
     （在調）第712号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第627号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4191号          平成21年 5月 7日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  152

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1315210,133,0 有限会社青木薬局 〒444-0821 （調基１）第931号         平成28年 4月 1日
     や岡崎133 岡崎市庄司田２－６－１ （在薬）第269号           平成 6年11月 1日
     0564-53-8777  (0564-53-8388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1316210,134,8 クロノ薬局 〒444-0079 （調基１）第932号         平成28年 4月 1日
     や岡崎134 岡崎市石神町３－２０ （在薬）第270号           平成 6年11月 1日
     0564-22-3965  (0564-22-3946)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1317210,143,9 有限会社小田薬局 〒444-0051 （調基１）第175号         平成28年 4月 1日
     や岡崎143 岡崎市本町通２－１７ （後発調３）第87号        平成30年 4月 1日
     0564-21-0808  (0564-21-0808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1318210,148,8 イナシマ薬局 〒444-0063 （調基１）第933号         平成28年 4月 1日
     や岡崎148 岡崎市元能見町１７２ （地支体）第346号         平成30年 4月 1日
     0564-21-0902  (0564-21-8257) （後発調２）第566号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第157号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4860号          平成24年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1319210,155,3 葵薬局 〒444-0062 （調基１）第935号         平成28年 4月 1日
     や岡崎155 岡崎市松本町２－１２ （在薬）第278号           平成 6年11月 1日
     0564-21-4620  (0564-21-4620)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1320210,160,3 太田薬新堂薬局 〒444-0008 （調基１）第1951号        平成28年 4月 1日
     や岡崎160 岡崎市洞町西浦１４－１ （地支体）第612号         平成30年 4月 1日
     0564-21-5759  (0564-21-6963) （か薬）第628号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第280号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1321210,162,9 竹本薬局 〒444-0061 （調基１）第1952号        平成28年 4月 1日
     や岡崎162 岡崎市能見町９５ー１ （在薬）第282号           平成 7年 5月 2日
     0564-24-1224  (0564-25-4414)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1322210,163,7 山田薬局 〒444-2146 （調基１）第936号         平成28年 4月 1日
     や岡崎163 岡崎市東蔵前町木平１３－３ （地支体）第613号         平成30年 4月 1日
     0564-45-2202  (0564-45-5876) （か薬）第282号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第43号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1323210,165,2 有限会社伊藤薬局 〒444-2122 （調基１）第1953号        平成28年 4月 1日
     や岡崎165 岡崎市鴨田本町３－１８ （地支体）第718号         平成30年 4月 1日
     0564-21-0986  (0564-26-0799) （後発調１）第470号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2095号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第284号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1324210,168,6 和田薬局 〒444-0854 （調基１）第937号         平成28年 4月 1日
     や岡崎168 岡崎市六名本町１６－１５ （在薬）第286号           平成 6年11月 1日
     0564-53-3786  (0564-53-3786)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  153

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1325210,170,2 ミドリ調剤薬局 〒444-0838 （調基１）第938号         平成28年 4月 1日
     や岡崎170 岡崎市羽根西１－５－５ （後発調１）第314号       平成30年 4月 1日
     0564-55-9668  (0564-55-9621)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1326210,172,8 有限会社加藤薬局六名〒444-0858 （調基１）第939号         平成28年 4月 1日
     や岡崎172 店 岡崎市上六名３－３－１５ （在薬）第287号           平成 6年11月 1日
     0564-52-3471  (0564-52-3473)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1327210,178,5 吉文字屋大山薬局 〒444-0046 （調基１）第940号         平成28年 4月 1日
     や岡崎178 岡崎市連尺通２－１ （後発調３）第151号       平成30年 4月 1日
     0564-22-0144  (0564-25-9805) （在薬）第291号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1328210,180,1 鈴木薬局 〒444-0840 （調基１）第1954号        平成28年 4月 1日
     や岡崎180 岡崎市戸崎町辻４３ （後発調２）第567号       平成30年 4月 1日
     0564-53-0053  (0564-53-0053) （か薬）第630号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第293号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1329210,182,7 ケーアイ薬局 〒444-2122 （調基１）第149号         平成28年 4月 1日
     や岡崎182 岡崎市鴨田本町２３ー２１ （か薬）第2084号          平成29年 7月 1日
     0564-26-4166  (0564-26-1806) （在薬）第294号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1330210,187,6 むつみ薬局 〒444-0202 （調基１）第1955号        平成28年 4月 1日
     や岡崎187 岡崎市宮地町柳畑４８－４ （後発調２）第568号       平成30年 4月 1日
     0564-54-8819  (0564-54-8819)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1331210,192,6 しらゆり薬局 〒444-0015 （調基２）第93号          平成30年 4月 1日
     や岡崎192 岡崎市中町６－２－１０ （か薬）第94号            平成28年 4月 1日
     0564-25-4671  (0564-25-4676) （在薬）第1350号          平成 9年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1332210,193,4 岡崎第一薬局大門店 〒444-2135 （調基２）第61号          平成30年 4月 1日
     や岡崎193 岡崎市大門３－２０－１１ （在薬）第3211号          平成17年 3月 1日
     0564-28-9831  (0564-28-9832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1333210,194,2 やはぎ薬局 〒444-0905 （調基１）第941号         平成28年 4月 1日
     や岡崎194 岡崎市宇頭町向山５０－１
     0564-32-9171  (0564-32-9171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1334210,196,7 エイチアンドビー薬局〒444-0833 （調基２）第7号           平成30年 4月 1日
     や岡崎196 岡崎市柱曙２－８－４ （か薬）第14号            平成28年 4月 1日
     0564-71-1881  (0564-71-1882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1335210,198,3 あい調剤薬局竜美店 〒444-0874 （調基１）第1956号        平成28年 4月 1日
     や岡崎198 岡崎市竜美南１－３－１１ （調基３ロ）第56号        平成30年 4月 1日
     0564-58-6811  (0564-58-6817) （後発調２）第218号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第284号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3118号          平成16年10月12日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  154

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1336210,201,5 みやた薬局 〒444-0076 （調基１）第942号         平成28年 4月 1日
     や岡崎201 岡崎市井田町１－２１３ （在薬）第1566号          平成10年 3月 1日
     0564-21-3797  (0564-21-3797)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1337210,203,1 すみれ調剤薬局 〒444-0062 （調基１）第1957号        平成28年 4月 1日
     や岡崎203 岡崎市松本町１－１０４ （か薬）第158号           平成28年 4月 1日
     0564-66-0303  (0564-66-1339) （在薬）第2520号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1338210,205,6 風見調剤薬局 〒444-0203 （調基１）第945号         平成28年 4月 1日
     や岡崎205 岡崎市井内町風見７－１ （調基１）第1958号        平成28年 4月 1日
     0564-71-3212  (0564-71-3307) （か薬）第159号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1755号          平成10年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1339210,206,4 調剤薬局アモス 〒444-0943 （調基１）第943号         平成28年 4月 1日
     や岡崎206 岡崎市矢作町北河原１１－２ （後発調３）第47号        平成30年 4月 1日
     0564-33-1387  (0564-33-1388) （か薬）第285号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1813号          平成11年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1340210,209,8 わかまつ薬局 〒444-0822 （調基１）第944号         平成28年 4月 1日
     や岡崎209 岡崎市若松東２－９－６
     0564-57-8220  (0564-71-4135)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1341210,210,6 倉橋薬局 〒444-0014 （調基１）第946号         平成28年 4月 1日
     や岡崎210 岡崎市若宮町２－２８
     0564-21-2095  (0564-21-2208)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1342210,211,4 スヤマ薬局 〒444-3508 （調基１）第947号         平成28年 4月 1日
     や岡崎211 岡崎市本宿茜１－１－１ （後発調１）第731号       平成30年 6月 1日
     0564-48-3544  (0564-48-7110) （在薬）第1845号          平成11年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1343210,215,5 ひかり調剤薬局 〒444-2121 （調基１）第949号         平成28年 4月 1日
     や岡崎215 岡崎市鴨田町南魂場７２－６
     0564-65-0092  (0564-65-0093)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1344210,217,1 調剤薬局アモス伊賀店〒444-0075 （調基１）第950号         平成28年 4月 1日
     や岡崎217 岡崎市伊賀町７－３３－１ （後発調２）第77号        平成30年 4月 1日
     0564-65-2877  (0564-65-2878) （在薬）第1961号          平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1345210,218,9 有限会社真伝ケーアイ〒444-3174 （調基１）第966号         平成28年 4月 1日
     や岡崎218 薬局 岡崎市真伝町続木屋敷６－３ （地支体）第500号         平成30年 4月 1日
     0564-24-2783  (0564-24-2763) （か薬）第2085号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第1973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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  155

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1346210,221,3 いくた薬局 〒444-0834 （調基１）第1959号        平成28年 4月 1日
     や岡崎221 岡崎市柱町東荒子４－９６ （後発調１）第489号       平成30年 4月 1日
     0564-51-2893  (0564-51-6843) （在調）第1152号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第286号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1995号          平成12年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1347210,222,1 イワシヤ調剤薬局緑丘〒444-0806 （調基１）第1960号        平成28年 4月 1日
     や岡崎222 店 岡崎市緑丘２－６－１０ （か薬）第633号           平成28年 4月 1日
     0564-59-0885  (0564-59-0886) （在薬）第2019号          平成12年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1348210,225,4 有限会社山崎薬局 〒444-0015 （調基１）第226号         平成28年 4月 1日
     や岡崎225 岡崎市中町５－８ （在薬）第2112号          平成12年 8月 1日
     0564-21-1844  (0564-26-4410)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1349210,228,8 アポロ薬局六ツ美店 〒444-0203 （調基１）第951号         平成28年 4月 1日
     や岡崎228 岡崎市井内町手保６－２ （後発調３）第333号       平成30年 4月 1日
     0564-58-5667  (0564-58-5667) （在薬）第4365号          平成22年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1350210,232,0 有限会社大西屋薬局 〒444-0943 （調基１）第952号         平成28年 4月 1日
     や岡崎232 岡崎市矢作町馬乗７３ （地支体）第180号         平成30年 4月 1日
     0564-31-4385  (0564-32-2885) （後発調１）第221号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第634号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2206号          平成13年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1351210,237,9 すずらん薬局 〒444-0825 （調基１）第108号         平成28年 4月 1日
     や岡崎237 岡崎市福岡町西後田２－１ （後発調１）第703号       平成30年 5月 1日
     0564-57-8722  (0564-57-8724) （か薬）第287号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2409号          平成14年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1352210,238,7 こうむら薬局 〒444-0858 （調基１）第154号         平成28年 4月 1日
     や岡崎238 岡崎市上六名４－７－２ （地支体）第351号         平成30年 4月 1日
     0564-52-8899  (0564-52-8909) （薬菌）第81号            平成24年 6月 1日
     （在調）第223号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第635号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2430号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1353210,239,5 テンマ調剤薬局 〒444-0038 （調基１）第1961号        平成28年 4月 1日
     や岡崎239 岡崎市伝馬通５－１４ （か薬）第636号           平成28年 4月 1日
     0564-65-7337  (0564-65-7338) （在薬）第2432号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1354210,240,3 すみれ調剤薬局上地店〒444-0823 （調基１）第953号         平成28年 4月 1日
     や岡崎240 岡崎市上地５－２２－１５ （か薬）第294号           平成28年 4月 1日
     0564-59-2882  (0564-59-2876) （在薬）第2465号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  156

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1355210,242,9 みなみ調剤薬局 〒444-0832 （調基１）第954号         平成28年 4月 1日
     や岡崎242 岡崎市羽根東町１－１－１ （地支体）第181号         平成30年 4月 1日
     0564-59-2588  (0564-59-2588) （後発調２）第219号       平成30年 4月 1日
     （在調）第958号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第1401号          平成28年 5月 1日
     （在薬）第2684号          平成14年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1356210,244,5 わかば薬局岡崎店 〒444-0002 （調基１）第955号         平成28年 4月 1日
     や岡崎244 岡崎市高隆寺町茅原田１８－１ （調基３イ）第133号       平成30年 4月 1日
     0564-65-7680  (0564-65-7681) （後発調２）第339号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1962号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第2724号          平成15年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1357210,245,2 ゆうあい薬局 〒444-0951 （調基１）第1962号        平成28年 4月 1日
     や岡崎245 岡崎市北野町二番訳８２－５ （後発調２）第220号       平成30年 4月 1日
     0564-33-6766  (0564-33-6788) （在薬）第4767号          平成24年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1358210,248,6 ハーズ岡崎調剤薬局北〒444-2148 （調基１）第1963号        平成28年 4月 1日
     や岡崎248 斗店 岡崎市仁木町川越１７－３５ （在薬）第2814号          平成15年 6月 1日
     0564-45-1211  (0564-45-1211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1359210,249,4 調剤薬局アモス緑丘店〒444-0806 （調基１）第956号         平成28年 4月 1日
     や岡崎249 岡崎市緑丘２－８－７ （後発調１）第704号       平成30年 5月 1日
     0564-71-7086  (0564-71-7087) （在薬）第2764号          平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1360210,251,0 ナンブ薬局日名店 〒444-0915 （調基１）第957号         平成28年 4月 1日
     や岡崎251 岡崎市日名南町１７－４ウィル松 （地支体）第719号         平成30年 4月 1日
     屋１０２ （後発調３）第454号       平成30年 4月 1日
     0564-65-8787  (0564-65-8788) （在調）第713号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第638号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2765号          平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1361210,252,8 ふじ薬局 〒444-0836 （調基１）第958号         平成28年 4月 1日
     や岡崎252 岡崎市中田町７－１４ （地支体）第261号         平成30年 4月 1日
     0564-58-8875  (0564-58-8955) （後発調１）第410号       平成30年 4月 1日
     （在調）第46号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第639号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2845号          平成15年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1362210,256,9 有限会社Ｈ＆ＬＬ大西〒444-0806 （調基１）第959号         平成28年 4月 1日
     や岡崎256 屋薬局緑丘 岡崎市緑丘３－３－１ （か薬）第161号           平成28年 4月 1日
     0564-54-0108  (0564-58-0109) （在薬）第2933号          平成16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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  157

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1363210,257,7 薬局サングリーン岡崎〒444-2137 （調基１）第227号         平成28年 4月 1日
     や岡崎257 店 岡崎市薮田２－２－４ （地支体）第182号         平成30年 4月 1日
     0564-28-2755  (0564-28-2755) （後発調２）第221号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第95号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第2934号          平成16年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1364210,259,3 一般社団法人岡崎薬剤〒444-0011 （調基１）第111号         平成28年 4月 1日
     や岡崎259 師会西三河調剤薬局 岡崎市欠町広見西通１０－１ （後発調１）第70号        平成30年 4月 1日
     0564-28-0090  (0564-25-5644) （在薬）第3368号          平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1365210,266,8 調剤薬局アモス　南明〒444-0852 （調基１）第960号         平成28年 4月 1日
     や岡崎266 大寺店 岡崎市南明大寺町３－６ （地支体）第614号         平成30年 4月 1日
     0564-59-4334  (0564-59-4335) （後発調１）第71号        平成30年 4月 1日
     （在調）第1007号          平成29年 7月 1日
     （か薬）第1340号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5531号          平成27年 9月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1366210,268,4 キョーワ薬局　明大寺〒444-0864 （調基３イ）第227号       平成30年 4月 1日
     や岡崎268 店 岡崎市明大寺町沖折戸１－２３ （在調）第976号           平成29年 5月 1日
     0564-59-0077  (0564-59-0076) （か薬）第643号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4542号          平成23年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1367210,271,8 日本調剤あけぼの薬局〒444-0226 （調基３ロ）第180号       平成30年 4月 1日
     や岡崎271 岡崎市中島町藤屋１７－２ （後発調３）第288号       平成30年 4月 1日
     0564-43-4873  (0564-43-4874) （在調）第588号           平成27年10月 1日
     （か薬）第1344号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3338号          平成17年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1368210,272,6 ゆうあい薬局大西店 〒444-0871 （調基２）第67号          平成30年 4月 1日
     や岡崎272 岡崎市大西１－１７－１０ （後発調３）第152号       平成30年 4月 1日
     0564-65-8305  (0564-65-8306) （か薬）第644号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4940号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1369210,277,5 むつみ薬局南店 〒444-0821 （調基２）第94号          平成30年 4月 1日
     や岡崎277 岡崎市庄司田１－１５－９ （後発調１）第315号       平成30年 4月 1日
     0564-59-3488  (0564-59-3398) （在薬）第3437号          平成18年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1370210,280,9 りぼん薬局 〒444-0802 （調基１）第101号         平成28年 4月 1日
     や岡崎280 岡崎市美合町平地６３－１１ （後発調１）第25号        平成30年 4月 1日
     0564-57-8125  (0564-57-8126) （か薬）第296号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3554号          平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1371210,283,3 株式会社アモス神尾薬〒444-0806 （調基１）第961号         平成28年 4月 1日
     や岡崎283 局 岡崎市緑丘３－１－１９ （後発調２）第78号        平成30年 4月 1日
     0564-54-1368  (0564-57-2634) （後発調３）第533号       平成30年 5月 1日
     （か薬）第1804号          平成29年 1月 1日
     （在薬）第3672号          平成19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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  158

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1372210,284,1 かりん薬局岡崎康生店〒444-0043 （調基１）第962号         平成28年 4月 1日
     や岡崎284 岡崎市唐沢町１－３０－１ （後発調２）第569号       平成30年 4月 1日
     0564-26-0536  (0564-26-0537) （か薬）第288号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3673号          平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1373210,291,6 つだ文薬局 〒444-0859 （在薬）第3760号          平成20年 2月29日
     や岡崎291 岡崎市上六名町茶ノ木原３
     0564-51-1743  (0564-51-1743)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1374210,292,4 お～ろら薬局 〒444-0938 （調基１）第963号         平成28年 4月 1日
     や岡崎292 岡崎市昭和町高畑３４－３ （地支体）第64号          平成30年 4月 1日
     0564-33-3254  (0564-33-3260) （後発調３）第85号        平成30年 4月 1日
     （在調）第131号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第1055号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3761号          平成20年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1375210,293,2 くれどてふてふ薬局 〒444-0941 （調基１）第964号         平成28年 4月 1日
     や岡崎293 岡崎市暮戸町南川畔４５－３ （地支体）第183号         平成30年 4月 1日
     0564-73-2800  (0564-73-2801) （後発調２）第222号       平成30年 4月 1日
     （在調）第874号           平成28年11月 1日
     （か薬）第648号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3759号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1376210,294,0 竜美第一ナンブ薬局 〒444-0874 （調基１）第229号         平成28年 4月 1日
     や岡崎294 岡崎市竜美南３－３－１４ （在薬）第3784号          平成20年 5月 1日
     0564-73-2737  (0564-51-0205)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1377210,296,5 おかざき調剤薬局 〒444-2137 （調基１）第1968号        平成28年 4月 1日
     や岡崎296 岡崎市薮田２－１１－１４ （調基３ロ）第181号       平成30年 4月 1日
     0564-66-1193  (0564-66-1194) （後発調１）第533号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1558号          平成28年 8月 1日
     （在薬）第3816号          平成20年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1378210,297,3 イオン薬局岡崎南店 〒444-0840 （調基３ロ）第128号       平成30年 4月 1日
     や岡崎297 岡崎市戸崎町ばら山１－１ （在薬）第5064号          平成25年 9月 1日
     0564-58-8187  (0564-58-8188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1379210,299,9 スギヤマ薬局百々店 〒444-2115 （調基１）第1969号        平成28年 4月 1日
     や岡崎299 岡崎市百々町七社１４ （後発調１）第420号       平成30年 4月 1日
     0564-65-8781  (0564-65-8780) （在薬）第3853号          平成20年 8月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1380210,301,3 スギ薬局　橋目店 〒444-0908 （調基１）第2421号        平成28年 4月 1日
     や岡崎301 岡崎市橋目町竹之内４５－１ （後発調２）第457号       平成30年 4月 1日
     0564-32-2111  (0566-72-2894) （在調）第410号           平成26年 4月 1日
     （在薬）第3929号          平成20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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  159

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1381210,302,1 スギ薬局　土井店 〒444-0204 （調基１）第2422号        平成28年 4月 1日
     や岡崎302 岡崎市土井町柳ケ坪６ （後発調２）第458号       平成30年 4月 1日
     0564-58-0117  (0566-72-2894) （在薬）第3930号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1382210,303,9 スギ薬局　上地店 〒444-0823 （調基１）第2423号        平成28年 4月 1日
     や岡崎303 岡崎市上地２－５－８ （地支体）第411号         平成30年 4月 1日
     0564-58-1601  (0566-72-2894) （後発調１）第613号       平成30年 4月 1日
     （在調）第714号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第1291号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3931号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1383210,305,4 スギ薬局　岡崎北店 〒444-2117 （調基１）第2425号        平成28年 4月 1日
     や岡崎305 岡崎市百々西町５－１ （地支体）第412号         平成30年 4月 1日
     0564-65-0610  (0564-65-0613) （後発調３）第455号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1179号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第1292号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3933号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1384210,306,2 スギ薬局　岡崎コムタ〒444-0859 （調基１）第2426号        平成28年 4月 1日
     や岡崎306 ウン店 岡崎市上六名町林２５－１ （後発調１）第614号       平成30年 4月 1日
     0564-71-7161  (0564-71-3431) （在薬）第5399号          平成27年 1月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1385210,307,0 スギ薬局　日名西店 〒444-0917 （調基１）第2427号        平成28年 4月 1日
     や岡崎307 岡崎市日名西町５－１５ （後発調２）第459号       平成30年 4月 1日
     0564-65-0760  (0564-65-0761) （在薬）第3935号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1386210,308,8 スギ薬局　大平店 〒444-0007 （調基１）第2428号        平成28年 4月 1日
     や岡崎308 岡崎市大平町沢添３６－１ （地支体）第413号         平成30年 4月 1日
     0564-87-4650  (0564-87-4651) （後発調１）第615号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2145号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第3936号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1387210,309,6 スギ薬局　稲熊店 〒444-0071 （調基１）第2429号        平成28年 4月 1日
     や岡崎309 岡崎市稲熊町２－１００ （地支体）第414号         平成30年 4月 1日
     0564-87-5055  (0564-87-5056) （後発調２）第687号       平成30年 5月 1日
     （在調）第209号           平成24年 4月 1日
     （在調）第411号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第2146号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第3937号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1388210,310,4 スギ薬局　中島店 〒444-0226 （調基１）第2430号        平成28年 4月 1日
     や岡崎310 岡崎市中島町馬取池２４－１ （後発調３）第456号       平成30年 4月 1日
     0564-57-7571  (0564-43-1136) （在薬）第3938号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1389210,311,2 スギ薬局　大和店 〒444-0931 （調基１）第2431号        平成28年 4月 1日
     や岡崎311 岡崎市大和町荒田６４ （後発調２）第460号       平成30年 4月 1日
     0564-33-5231  (0564-31-6337) （在薬）第3939号          平成20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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  160

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1390210,312,0 スギ薬局　ウイングタ〒444-0814 （調基１）第2432号        平成28年 4月 1日
     や岡崎312 ウン羽根店 岡崎市羽根町小豆坂３ウイングタ （後発調２）第461号       平成30年 4月 1日
     ウン１階 （在薬）第3940号          平成20年 9月 1日
     0564-72-8451  (0564-53-9171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1391210,318,7 東おかざき調剤薬局 〒444-0869 （調基１）第1971号        平成28年 4月 1日
     や岡崎318 岡崎市明大寺町出口７ （調基３ロ）第182号       平成30年 4月 1日
     0564-65-5593  (0564-65-5594) （後発調２）第570号       平成30年 4月 1日
     （在薬）第4178号          平成21年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1392210,319,5 スギ薬局　大樹寺店 〒444-2134 （調基１）第2433号        平成28年 4月 1日
     や岡崎319 岡崎市大樹寺１－３－２６ （後発調３）第457号       平成30年 4月 1日
     0564-65-8250  (0564-24-8888) （在薬）第4192号          平成21年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1393210,320,3 つばさ調剤薬局 〒444-0902 （調基１）第1972号        平成28年 4月 1日
     や岡崎320 岡崎市舳越町字宮前１８－２ （地支体）第268号         平成30年 4月 1日
     0564-33-0258  (0564-33-0257) （後発調２）第571号       平成30年 4月 1日
     （在調）第480号           平成26年10月 1日
     （か薬）第289号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4217号          平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1394210,326,0 キョーワ薬局　岡崎店〒444-0033 （調基１）第965号         平成28年 4月 1日
     や岡崎326 岡崎市久右ヱ門町１－３福應ビル （調基３イ）第134号       平成30年 4月 1日
     １階 （か薬）第290号           平成28年 4月 1日
     0564-83-6786  (0564-83-6785) （在薬）第4296号          平成21年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1395210,327,8 パナプラス薬局　むつ〒444-0848 （調基１）第967号         平成28年 4月 1日
     や岡崎327 な店 岡崎市向山町２－２８ （地支体）第615号         平成30年 4月 1日
     0564-58-2777  (0564-83-6126) （薬菌）第66号            平成23年 7月 1日
     （在調）第9号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第651号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4297号          平成21年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1396210,329,4 いぶき薬局 〒444-0244 （調基２）第27号          平成30年 4月 1日
     や岡崎329 岡崎市下青野町奥屋敷３７－１ （後発調２）第127号       平成30年 4月 1日
     0564-57-7011  (0564-57-7012) （か薬）第297号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4359号          平成22年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1397210,331,0 どれみ調剤薬局 〒444-0817 （調基１）第2825号        平成29年 4月 1日
     や岡崎331 岡崎市不吹町６－１０ （後発調２）第21号        平成30年 4月 1日
     0564-71-2017  (0564-71-2018) （か薬）第162号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4377号          平成22年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1398210,334,4 なのはな薬局 〒444-3505 （調基１）第2641号        平成28年 5月 1日
     や岡崎334 岡崎市本宿町南中町２４－１８
     0564-48-8886  (0564-48-8887)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  161

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1399210,335,1 そらいろ薬局 〒444-0011 （調基１）第1976号        平成28年 4月 1日
     や岡崎335 岡崎市欠町地蔵前４－２ （地支体）第616号         平成30年 4月 1日
     0564-65-5910  (0564-65-5911) （後発調３）第425号       平成30年 4月 1日
     （在調）第41号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第653号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4429号          平成22年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1400210,336,9 豊田調剤薬局　美合店〒444-3526 （調基１）第968号         平成28年 4月 1日
     や岡崎336 岡崎市蓑川新町２－１３－１ （在薬）第4497号          平成22年10月 1日
     0564-59-2884  (0564-59-2885)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1401210,338,5 アトリアふじ薬局 〒444-0226 （調基１）第969号         平成28年 4月 1日
     や岡崎338 岡崎市中島町住吉西３－４ （地支体）第65号          平成30年 4月 1日
     0564-43-0017  (0564-43-0018) （後発調２）第128号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第48号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第4589号          平成23年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1402210,340,1 スギ薬局　井田店 〒444-0076 （調基３ロ）第114号       平成30年 4月 1日
     や岡崎340 岡崎市井田町１－８２－１ （後発調２）第462号       平成30年 4月 1日
     0564-26-5051  (0564-26-5052) （在薬）第4600号          平成23年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1403210,341,9 大樹寺調剤薬局 〒444-2134 （調基１）第1978号        平成28年 4月 1日
     や岡崎341 岡崎市大樹寺２－７－４ （地支体）第184号         平成30年 4月 1日
     0564-83-9258  (0564-83-9259) （後発調３）第153号       平成30年 4月 1日
     （在調）第715号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第1368号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5373号          平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1404210,342,7 オリーブ薬局　岡崎店〒444-0212 （調基１）第970号         平成28年 4月 1日
     や岡崎342 岡崎市下和田町神宮司６８－１ （地支体）第262号         平成30年 4月 1日
     0564-83-8496  (0564-83-8497) （後発調３）第417号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第79号            平成24年 5月 1日
     （在調）第273号           平成25年 5月 1日
     （か薬）第655号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4647号          平成23年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1405210,343,5 お～ろら薬局　はるさ〒444-0827 （調基１）第971号         平成28年 4月 1日
     や岡崎343 きの丘 岡崎市針崎町東カンジ６４－３ （地支体）第66号          平成30年 4月 1日
     0564-72-8510  (0564-72-8520) （在調）第323号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第1056号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4703号          平成24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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  162

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1406210,344,3 ハロー薬局　岡崎店 〒444-0202 （調基１）第2907号        平成29年 4月 1日
     や岡崎344 岡崎市宮地町柳畑５０－３ （調基３ロ）第62号        平成30年 4月 1日
     0564-57-1031  (0564-57-1032) （後発調３）第154号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1086号          平成29年12月 1日
     （か薬）第656号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4718号          平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1407210,346,8 みつい調剤薬局 〒444-0921 （調基１）第230号         平成28年 4月 1日
     や岡崎346 岡崎市中岡崎町１１－１ （後発調２）第223号       平成30年 4月 1日
     0564-24-3215  (0564-24-3216) （在薬）第4728号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1408210,348,4 中根薬局 〒444-0076 （調基１）第231号         平成28年 4月 1日
     や岡崎348 岡崎市井田町南２９－１ （在薬）第4773号          平成24年 5月18日
     0564-21-4635  (0564-26-1209)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1409210,349,2 エムハート薬局　いだ〒444-0076 （調基３ロ）第57号        平成30年 4月 1日
     や岡崎349 店 岡崎市井田町３－９１－４６ （か薬）第657号           平成28年 4月 1日
     0564-65-7100  (0564-24-0930) （在薬）第4914号          平成25年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1410210,351,8 タウンズ薬局 〒444-0858 （調基３ロ）第183号       平成30年 4月 1日
     や岡崎351 岡崎市上六名３－９－１０－２ （後発調３）第289号       平成30年 4月 1日
     0564-83-8655  (0564-83-8656) （在薬）第4831号          平成24年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1411210,352,6 メリー薬局 〒444-0206 （調基１）第973号         平成28年 4月 1日
     や岡崎352 岡崎市法性寺町郷前６３ （か薬）第2385号          平成30年 4月 1日
     0564-83-7781  (0564-83-7781) （在薬）第4961号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1412210,353,4 中岡崎調剤薬局 〒444-0921 （調基１）第1979号        平成28年 4月 1日
     や岡崎353 岡崎市中岡崎町１０－１２ （調基３ロ）第230号       平成30年 4月 1日
     0564-28-8211  (0564-28-8212) （後発調２）第224号       平成30年 4月 1日
     （在調）第275号           平成25年 4月 1日
     （か薬）第1877号          平成29年 4月 1日
     （在薬）第4985号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1413210,356,7 パナプラス薬局第２む〒444-0856 （調基１）第974号         平成28年 4月 1日
     や岡崎356 つな店 岡崎市六名３－３－９ （地支体）第617号         平成30年 4月 1日
     0564-64-4890  (0564-64-4891) （後発調２）第572号       平成30年 4月 1日
     （後発調３）第562号       平成30年 6月 1日
     （薬菌）第234号           平成28年 3月 1日
     （在調）第303号           平成26年 2月 1日
     （か薬）第658号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5097号          平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1414210,357,5 上地はなぶさ薬局 〒444-0823 （調基１）第975号         平成28年 4月 1日
     や岡崎357 岡崎市上地１－３７－１６ （後発調３）第352号       平成30年 4月 1日
     0564-64-3250  (0564-64-3251) （在薬）第5197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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  163

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1415210,358,3 シンコー薬局　六名店〒444-0845 （調基１）第976号         平成28年 4月 1日
     や岡崎358 岡崎市六名南１－５－１ （後発調１）第222号       平成30年 4月 1日
     0564-64-2831  (0564-64-2832) （在薬）第5198号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1416210,359,1 アイン薬局　竜美台店〒444-0873 （調基３ロ）第231号       平成30年 4月 1日
     や岡崎359 岡崎市竜美台１－３－１３フィオ （在調）第597号           平成27年11月 1日
     ーレ竜美台１階 （か薬）第1313号          平成28年 4月 1日
     0564-64-5034  (0564-64-5035) （在薬）第5248号          平成26年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1417210,360,9 エムハート薬局　のば〒444-0211 （調基３ロ）第18号        平成30年 4月 1日
     や岡崎360 た店 岡崎市野畑町南郷中５２－２，５ （後発調３）第86号        平成30年 4月 1日
     ３ （在調）第1102号          平成30年 2月 1日
     0564-57-2155  (0564-53-5051) （か薬）第659号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5249号          平成26年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1418210,361,7 あおい薬局　岡崎店 〒444-0915 （調基１）第978号         平成28年 4月 1日
     や岡崎361 岡崎市日名南町８－９鈴木ビル１ （後発調２）第225号       平成30年 4月 1日
     階１０２
     0564-77-3388  (0564-77-7017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1419210,362,5 スギ薬局　上地１丁目〒444-0823 （調基１）第2434号        平成28年 4月 1日
     や岡崎362 店 岡崎市上地１－２４－２ （地支体）第415号         平成30年 4月 1日
     0564-64-5031  (0564-64-5032) （後発調２）第463号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2256号          平成29年11月 1日
     （在薬）第5282号          平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1420210,363,3 エムハート薬局　てん〒444-0038 （調基３ロ）第58号        平成30年 4月 1日
     や岡崎363 ま通店 岡崎市伝馬通４－３６ （後発調３）第155号       平成30年 4月 1日
     0564-66-1333  (0564-66-1334) （か薬）第2126号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第5294号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1421210,364,1 漢方相談　タカキ薬局〒444-0062 （調基１）第2925号        平成29年 3月22日
     や岡崎364 岡崎市松本町４２－８
     0564-26-1717  (0564-26-1718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1422210,365,8 スギ薬局　岩津店 〒444-2144 （調基１）第2435号        平成28年 4月 1日
     や岡崎365 岡崎市岩津町於御所１９７－２ （後発調３）第534号       平成30年 5月 1日
     0564-64-6531  (0564-64-6532) （在薬）第5420号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1423210,367,4 スギ薬局　本宿店 〒444-3516 （調基１）第2436号        平成28年 4月 1日
     や岡崎367 岡崎市山綱町２－２－３ （後発調２）第465号       平成30年 4月 1日
     0564-66-3766  (0564-48-5767) （在薬）第5484号          平成27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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  164

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1424210,369,0 あい調剤薬局　六供店〒444-0072 （調基１）第1982号        平成28年 4月 1日
     や岡崎369 岡崎市六供町２－１－６ （調基３ロ）第59号        平成30年 4月 1日
     0564-24-0036  (0564-24-0040) （後発調３）第156号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第298号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5532号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1425210,370,8 パナプラス薬局　能見〒444-0073 （調基１）第977号         平成28年 4月 1日
     や岡崎370 店 岡崎市能見通１－７３－２ （地支体）第618号         平成30年 4月 1日
     0564-83-7601  (0564-83-7602) （後発調１）第534号       平成30年 4月 1日
     （後発調２）第733号       平成30年 6月 1日
     （薬菌）第235号           平成28年 3月 1日
     （在調）第716号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第2059号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第5597号          平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1426210,371,6 スギ薬局　東大友店 〒444-0903 （調基１）第2623号        平成28年 5月 1日
     や岡崎371 岡崎市東大友町堀所４４－１ （後発調３）第458号       平成30年 4月 1日
     0564-64-3512  (0564-64-3513) （在薬）第5650号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1427210,372,4 キョーワ薬局　竜美西〒444-0875 （調基３イ）第228号       平成30年 4月 1日
     や岡崎372 店 岡崎市竜美西２－１－１７ （後発調１）第705号       平成30年 5月 1日
     0564-64-7536  (0564-64-7537) （か薬）第1766号          平成28年12月 1日
     （在薬）第5664号          平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1428210,373,2 ウエルシア薬局岡崎明〒444-0852 （調基１）第2709号        平成28年 9月 1日
     や岡崎373 大寺店 岡崎市南明大寺町９－１ （後発調１）第316号       平成30年 4月 1日
     0564-72-4791  (0564-72-4792) （在薬）第5709号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1429210,374,0 アイセイ薬局　第２洞〒444-0008 （調基１）第2743号        平成28年10月 1日
     や岡崎374 店 岡崎市洞町東前田２７－５ （地支体）第263号         平成30年 4月 1日
     0564-65-3836  (0564-65-3837) （後発調１）第411号       平成30年 4月 1日
     （後発調２）第688号       平成30年 5月 1日
     （在調）第882号           平成28年10月 1日
     （か薬）第1683号          平成28年10月 1日
     （在薬）第5776号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1430210,376,5 アイセイ薬局　中島中〒444-0224 （調基３ロ）第133号       平成30年 4月 1日
     や岡崎376 町店 岡崎市中島中町４－３－１５ （在調）第883号           平成28年10月 1日
     0564-57-7033  (0564-43-1726) （か薬）第1684号          平成28年10月 1日
     （在薬）第5777号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1431210,378,1 アイセイ薬局　柱店 〒444-0839 （調基１）第2744号        平成28年10月 1日
     や岡崎378 岡崎市羽根西新町２－１８ （調基３ロ）第139号       平成30年 4月 1日
     0564-71-7003  (0564-55-0557) （後発調３）第432号       平成30年 4月 1日
     （在調）第884号           平成28年10月 1日
     （か薬）第1685号          平成28年10月 1日
     （在薬）第5778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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  165

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1432210,380,7 アイセイ薬局 〒444-0002 （調基１）第2745号        平成28年10月 1日
     や岡崎380 岡崎市高隆寺町茅原田１２－２ （調基３ロ）第131号       平成30年 4月 1日
     0564-65-7660  (0564-65-7670) （在調）第914号           平成28年12月 1日
     （か薬）第1686号          平成28年10月 1日
     （在薬）第5780号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1433210,381,5 エムハート薬局　さく〒444-0072 （調基１）第2746号        平成28年10月 1日
     や岡崎381 ら店 岡崎市六供町３－１１－１ （調基３ロ）第19号        平成30年 4月 1日
     0564-28-5870  (0564-28-5877) （か薬）第2096号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第5781号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1434210,382,3 アイセイ薬局　稲熊店〒444-0071 （調基１）第2747号        平成28年10月 1日
     や岡崎382 岡崎市稲熊町１－１４５－３ （調基３ロ）第138号       平成30年 4月 1日
     0564-23-5855  (0564-23-5856) （後発調２）第329号       平成30年 4月 1日
     （後発調３）第535号       平成30年 5月 1日
     （在調）第885号           平成28年10月 1日
     （か薬）第1687号          平成28年10月 1日
     （在薬）第5782号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1435210,383,1 アイセイ薬局　羽根店〒444-0813 （調基１）第2909号        平成29年 4月 1日
     や岡崎383 岡崎市羽根町若宮１８－３ （調基３ロ）第135号       平成30年 4月 1日
     0564-57-8558  (0564-53-8881) （後発調１）第412号       平成30年 4月 1日
     （後発調２）第689号       平成30年 5月 1日
     （在調）第886号           平成28年10月 1日
     （か薬）第1688号          平成28年10月 1日
     （在薬）第5783号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1436210,384,9 アイセイ薬局　岡町店〒444-0005 （調基１）第2748号        平成28年10月 1日
     や岡崎384 岡崎市岡町方便１－２１ （調基３ロ）第137号       平成30年 4月 1日
     0564-57-2501  (0564-57-2507) （後発調２）第330号       平成30年 4月 1日
     （在調）第977号           平成29年 5月 1日
     （か薬）第1689号          平成28年10月 1日
     （在薬）第5784号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1437210,385,6 アイセイ薬局　洞店 〒444-0008 （調基１）第2749号        平成28年10月 1日
     や岡崎385 岡崎市洞町西浦５－３ （地支体）第264号         平成30年 4月 1日
     0564-26-6618  (0564-26-6619) （在調）第887号           平成28年10月 1日
     （か薬）第1690号          平成28年10月 1日
     （在薬）第5785号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1438210,386,4 アイセイ薬局　牧御堂〒444-0205 （調基３ロ）第130号       平成30年 4月 1日
     や岡崎386 店 岡崎市牧御堂町油田６０ （在調）第888号           平成28年10月 1日
     0564-57-0317  (0564-57-0318) （か薬）第1691号          平成28年10月 1日
     （在薬）第5786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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  166

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1439210,387,2 アイセイ薬局　明大寺〒444-0864 （調基１）第2750号        平成28年10月 1日
     や岡崎387 店 岡崎市明大寺町池下２７－１ （調基３ロ）第132号       平成30年 4月 1日
     0564-57-8660  (0564-53-7180) （在調）第889号           平成28年10月 1日
     （か薬）第1692号          平成28年10月 1日
     （在薬）第5787号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1440210,388,0 スギ薬局　美合店 〒444-0802 （調基１）第2803号        平成29年 2月 1日
     や岡崎388 岡崎市美合町坂下２２－１ （後発調２）第466号       平成30年 4月 1日
     0564-73-0020  (0564-73-0021) （在薬）第5850号          平成29年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1441210,389,8 アイン薬局竜美南店 〒444-0874 （調基３ロ）第118号       平成30年 4月 1日
     や岡崎389 岡崎市竜美南３－４－１２ （後発調２）第226号       平成30年 4月 1日
     0564-64-9800  (0564-64-9801) （在調）第1191号          平成30年 5月 1日
     （か薬）第2343号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第5942号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1442210,391,4 クスリのアオキ矢作薬〒444-0902 （調基１）第3024号        平成29年11月 1日
     や岡崎391 局 岡崎市舳越町朝倉２６ （後発調２）第690号       平成30年 5月 1日
     0564-64-7406  (0564-64-7408) （在薬）第5993号          平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1443210,392,2 一二三薬局 〒444-0041 （調基１）第3025号        平成29年10月14日
     や岡崎392 岡崎市籠田町２０ （在薬）第6003号          平成29年10月14日
     0564-21-1557  (0564-25-1557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1444210,393,0 ひふみ薬局　樫山 〒444-3622 （調基１）第3026号        平成29年10月14日
     や岡崎393 岡崎市樫山町新居野５６－１９ （後発調２）第441号       平成30年 4月 1日
     0564-85-1057  (0564-85-1056) （在薬）第6002号          平成29年10月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1445210,394,8 あらこ薬局 〒444-0826 （調基１）第3065号        平成30年 1月 1日
     や岡崎394 岡崎市若松町西荒子３０－６ （後発調３）第536号       平成30年 5月 1日
     0564-58-5500  (0564-58-5505) （在薬）第6036号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1446210,395,5 調剤薬局アモス竜美丘〒444-0864 （調基１）第3087号        平成30年 2月 1日
     や岡崎395 店 岡崎市明大寺町荒井２９－３カネ （後発調３）第537号       平成30年 5月 1日
     ロク竜美丘１階 （在薬）第6060号          平成30年 2月 1日
     0564-64-0920  (0564-64-0921)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1447210,396,3 ふくおか薬局 〒444-0214 （調基１）第3106号        平成30年 2月 1日
     や岡崎396 岡崎市国正町下川田５ （後発調１）第114号       平成30年 4月 1日
     0564-57-5377  (0564-57-5378) （在調）第1104号          平成30年 2月 1日
     （か薬）第2345号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第6086号          平成30年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1448210,397,1 スギ薬局　針崎店 〒444-0828 （調基１）第3107号        平成30年 3月 1日
     や岡崎397 岡崎市針崎２－１０－２ （在薬）第6087号          平成30年 3月 1日
     0564-73-1205  (0564-73-1206)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  167

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1449210,399,7 ウエルシア薬局岡崎大〒444-2134 （調基１）第3116号        平成30年 3月 1日
     や岡崎399 樹寺店 岡崎市大樹寺２－１５－４ （在薬）第6097号          平成30年 3月 1日
     0564-65-5655  (0564-65-5656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1450210,400,3 マイ調剤薬局　美合店〒444-0802 （調基１）第3124号        平成30年 4月 1日
     や岡崎400 岡崎市美合町天白１０７－３ （在薬）第6114号          平成30年 4月 1日
     0564-73-0056  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1451210,401,1 ひすい薬局 〒444-0071 （調基１）第3167号        平成30年 4月 1日
     や岡崎401 岡崎市稲熊町２－８０－１ （地支体）第842号         平成30年 4月 1日
     0564-83-7358  (0564-83-7359) （後発調３）第516号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1184号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第2433号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第6134号          平成30年 4月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1452210,402,9 こはく薬局 〒444-0834 （調基１）第3168号        平成30年 4月 1日
     や岡崎402 岡崎市柱町上荒子４２－８ （地支体）第843号         平成30年 4月 1日
     0564-64-2145  (0564-64-2146) （後発調３）第517号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1185号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第2434号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第6135号          平成30年 4月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1453210,403,7 るり薬局 〒444-0840 （調基１）第3197号        平成30年 6月 1日
     や岡崎403 岡崎市戸崎町屋敷１８ （在薬）第6162号          平成30年 6月 1日
     0564-47-7234  (0564-47-7235)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1454220,005,8 尚和堂オクタ薬局 〒491-0903 （調基１）第979号         平成28年 4月 1日
     や一宮5 一宮市八幡１－２－３ （在薬）第1120号          平成 7年 1月 1日
     0586-45-7840  (0586-45-7840)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1455220,022,3 宮木薬局合資会社 〒491-0859 （調基１）第980号         平成28年 4月 1日
     や一宮22 一宮市本町１－１－４ （後発調１）第72号        平成30年 4月 1日
     0586-72-5388  (0586-72-5388) （在薬）第49号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1456220,048,8 合資会社ホルモン薬局〒491-0201 （調基１）第3号           平成28年 4月 1日
     や一宮48 一宮市奥町甚四前２３ （後発調２）第573号       平成30年 4月 1日
     0586-62-5516  (0586-61-1982) （在薬）第1126号          平成 8年11月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1457220,053,8 ハヤミ薬局 〒491-0859 （調基１）第981号         平成28年 4月 1日
     や一宮53 一宮市本町３－９－１３
     0586-72-4131  (0586-72-1109)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1458220,062,9 鈴木薬局 〒491-0866 （調基１）第982号         平成28年 4月 1日
     や一宮62 一宮市城崎通７－１４ （在薬）第684号           平成 6年11月 1日
     0586-72-6515  (0586-24-8120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  168

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1459220,068,6 ミエダ薬局 〒491-0042 （調基１）第232号         平成28年 4月 1日
     や一宮68 一宮市松降１－１０－１５ （後発調１）第732号       平成30年 6月 1日
     0586-73-5570  (0586-73-5584) （在薬）第682号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1460220,078,5 森島薬局 〒491-0911 （調基１）第983号         平成28年 4月 1日
     や一宮78 一宮市野口１－１６－１ （後発調１）第115号       平成30年 4月 1日
     0586-45-0053  (0586-46-3189) （在薬）第2521号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1461220,080,1 株式会社まるい薬局 〒491-0854 （調基１）第2650号        平成28年 4月 1日
     や一宮80 一宮市北園通２－２ （在薬）第5383号          平成27年 2月 1日
     0586-73-9000  (0586-73-4477)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1462220,095,9 有限会社皇漢堂林薬局〒491-0044 （調基１）第984号         平成28年 4月 1日
     や一宮95 一宮市大宮１－４－１２
     0586-72-4798  (0586-23-0810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1463220,101,5 マルノ薬局 〒491-0911 （調基１）第1983号        平成28年 4月 1日
     や一宮101 一宮市野口１－９－１
     0586-45-0654  (0586-45-0654)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1464220,111,4 安達漢方薬局 〒491-0904 （調基１）第81号          平成28年 4月 1日
     や一宮111 一宮市神山１－１０－１神山ビル （在薬）第1132号          平成 7年 1月 1日
     0586-45-4753  (0586-45-9205)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1465220,114,8 タマコシ薬局 〒491-0052 （調基１）第985号         平成28年 4月 1日
     や一宮114 一宮市今伊勢町新神戸五輪野２８ （在薬）第2014号          平成12年 3月 1日
     －７
     0586-73-7248  (0586-71-9581)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1466220,120,5 森薬局 〒491-0112 （調基１）第1984号        平成28年 4月 1日
     や一宮120 一宮市浅井町東浅井６３ （後発調３）第353号       平成30年 4月 1日
     0586-78-2828  (0586-78-2828) （在薬）第1137号          平成 7年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1467220,130,4 モリ薬局 〒491-0905 （調基１）第233号         平成28年 4月 1日
     や一宮130 一宮市平和３－４－８ （後発調２）第79号        平成30年 4月 1日
     0586-46-3310  (0586-43-4474) （か薬）第1530号          平成28年 7月 1日
     （在薬）第48号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1468220,131,2 回春堂薬局 〒491-0121 （調基１）第367号         平成28年 4月 1日
     や一宮131 一宮市島村岩畑１５４ （後発調２）第22号        平成30年 4月 1日
     0586-78-0286  (0586-51-0776) （在薬）第1140号          平成 8年 4月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1469220,142,9 みた薬局 〒493-0007 （調基１）第986号         平成28年 4月 1日
     や一宮142 一宮市木曽川町外割田芳池１９１ （後発調２）第100号       平成30年 4月 1日
     0586-64-7264  (0586-64-7264) （か薬）第1402号          平成28年 5月 6日
     （在薬）第4453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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  169

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1470220,143,7 有限会社戸塚薬局 〒491-0927 （調基１）第1985号        平成28年 4月 1日
     や一宮143 一宮市大和町戸塚寺田２７－４６ （後発調１）第26号        平成30年 4月 1日
     0586-44-8330  (0586-44-8357) （か薬）第1922号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第685号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1471220,144,5 アメヨシ薬局 〒491-0353 （調基１）第987号         平成28年 4月 1日
     や一宮144 一宮市萩原町萩原７１－２ （後発調３）第18号        平成30年 4月 1日
     0586-68-0457  (0586-68-5156) （在薬）第1144号          平成 7年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1472220,148,6 市民堂薬局 〒491-0044 （調基１）第988号         平成28年 4月 1日
     や一宮148 一宮市大宮２－２－１４ （在薬）第46号            平成 6年10月 1日
     0586-72-6589  (0586-72-6589)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1473220,151,0 株式会社中部メディカ〒491-0837 （調基１）第1986号        平成28年 4月 1日
     や一宮151 ルサービスタカキ調剤一宮市多加木４－２－５５ （地支体）第67号          平成30年 4月 1日
     薬局 0586-23-0065  (0586-23-0063) （在調）第261号           平成24年10月 1日
     （か薬）第661号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第13号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1474220,153,6 株式会社中部メディカ〒491-0844 （調基３イ）第51号        平成30年 4月 1日
     や一宮153 ルサービスウシノ調剤一宮市八町通２ー６ー１ （か薬）第662号           平成28年 4月 1日
     薬局 0586-23-0078  (0586-23-0238) （在薬）第1214号          平成 8年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1475220,154,4 有限会社岩田薬局 〒491-0125 （調基１）第990号         平成28年 4月 1日
     や一宮154 一宮市高田南屋敷９０ （在薬）第1156号          平成 7年 1月 1日
     0586-78-0618  (0586-78-0618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1476220,156,9 わかば薬局 〒491-0041 （調基１）第991号         平成28年 4月 1日
     や一宮156 一宮市文京２－４－３２ （地支体）第335号         平成30年 4月 1日
     0586-71-8220  (0586-71-8223) （後発調１）第317号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第163号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1190号          平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1477220,157,7 ミツザキ薬局 〒491-0376 （調基１）第992号         平成28年 4月 1日
     や一宮157 一宮市萩原町串作南方７－１ （後発調２）第227号       平成30年 4月 1日
     0586-69-6391  (0586-69-6391) （在薬）第1463号          平成 9年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1478220,163,5 グリーン調剤薬局　本〒491-0859 （調基１）第993号         平成28年 4月 1日
     や一宮163 店 一宮市本町１－４－３ （後発調２）第228号       平成30年 4月 1日
     0586-25-0102  (0586-25-4106) （在薬）第2913号          平成15年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1479220,166,8 フクモト調剤薬局 〒491-0354 （調基１）第994号         平成28年 4月 1日
     や一宮166 一宮市萩原町朝宮茶園３６－２ （在薬）第1285号          平成 8年12月 1日
     0586-68-5315  (0586-68-5316)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  170

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1480220,167,6 千秋薬局 〒491-0803 （調基１）第995号         平成28年 4月 1日
     や一宮167 一宮市千秋町穂積塚本宮西１３４ （後発調３）第19号        平成30年 4月 1日
     －１
     0586-77-0182  (0586-77-0182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1481220,169,2 くれよん調剤薬局 〒491-0353 （調基１）第996号         平成28年 4月 1日
     や一宮169 一宮市萩原町萩原替土１３０３－ （在薬）第1330号          平成 9年 3月 1日
     １
     0586-69-7750  (0586-69-7750)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1482220,170,0 ＣＭＳチアキ調剤薬局〒491-0804 （調基３イ）第52号        平成30年 4月 1日
     や一宮170 一宮市千秋町佐野工高前１－２ （後発調１）第116号       平成30年 4月 1日
     0586-81-5581  (0586-81-5582) （か薬）第664号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1358号          平成 9年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1483220,171,8 調剤薬局マルヤス薬品〒491-0859 （在薬）第1352号          平成 9年 4月 1日
     や一宮171 一宮市本町４－１－５マルヤス薬
     品１階
     0586-72-4571  (0586-72-4572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1484220,173,4 加藤薬局森本店 〒491-0831 （調基１）第998号         平成28年 4月 1日
     や一宮173 一宮市森本３－１０－７ （地支体）第838号         平成30年 4月 1日
     0586-23-0932  (0586-236-0973) （後発調２）第574号       平成30年 4月 1日
     （在調）第351号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第299号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1383号          平成 9年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1485220,174,2 加藤薬局昭和店 〒491-0917 （調基１）第999号         平成28年 4月 1日
     や一宮174 一宮市昭和２－１－１ （地支体）第839号         平成30年 4月 1日
     0586-45-1408  (0586-45-1910) （後発調１）第535号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第300号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1398号          平成 9年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1486220,177,5 ワイエス薬局一宮店 〒491-0362 （調基３イ）第53号        平成30年 4月 1日
     や一宮177 一宮市萩原町西宮重南屋敷４５－ （後発調１）第117号       平成30年 4月 1日
     １ （か薬）第665号           平成28年 4月 1日
     0586-69-1928  (0586-69-1920) （在薬）第2366号          平成13年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1487220,180,9 バンビ調剤薬局 〒491-0918 （調基１）第1000号        平成28年 4月 1日
     や一宮180 一宮市末広３－８－２１ （在薬）第1588号          平成10年 4月 1日
     0586-47-1837  (0586-47-1847)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1488220,182,5 ハイル調剤薬局 〒491-0015 （調基１）第1001号        平成28年 4月 1日
     や一宮182 一宮市大赤見八幡北３１ （後発調３）第88号        平成30年 4月 1日
     0586-75-1773  (0586-75-1776) （か薬）第666号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1716号          平成10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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  171

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1489220,183,3 あかみ薬局 〒491-0015 （調基１）第1002号        平成28年 4月 1日
     や一宮183 一宮市大赤見神明東３８－２ （在薬）第1734号          平成10年10月 1日
     0586-26-3334  (0586-26-3334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1490220,191,6 有限会社ファーマシー〒491-0023 （調基１）第1987号        平成28年 4月 1日
     や一宮191 ヘルパーイワタ 一宮市赤見４－２－２０ （後発調３）第89号        平成30年 4月 1日
     0586-72-4663  (0586-23-0732) （薬菌）第219号           平成27年 9月 1日
     （在調）第437号           平成26年 6月 1日
     （か薬）第667号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3195号          平成17年 1月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1491220,197,3 おくちょう調剤薬局 〒491-0201 （調基１）第1003号        平成28年 4月 1日
     や一宮197 一宮市奥町剱光寺７８－３ （在薬）第2182号          平成13年 1月 1日
     0586-63-3267  (0586-63-3268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1492220,203,9 カトレア調剤薬局 〒491-0862 （調基１）第120号         平成28年 4月 1日
     や一宮203 一宮市緑２－１３－２ （地支体）第352号         平成30年 4月 1日
     0586-26-7070  (0586-26-7070) （後発調３）第404号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1153号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第301号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2272号          平成13年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1493220,204,7 ハイル調剤薬局萩原店〒491-0354 （調基１）第1004号        平成28年 4月 1日
     や一宮204 一宮市萩原町朝宮産明神６８１－ （後発調３）第90号        平成30年 4月 1日
     ５ （か薬）第303号           平成28年 4月 1日
     0586-67-3261  (0586-67-3262) （か薬）第1666号          平成28年11月 1日
     （在薬）第2523号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1494220,206,2 ワイエス薬局文京店 〒491-0041 （調基３イ）第54号        平成30年 4月 1日
     や一宮206 一宮市文京２－４－２８ （後発調２）第129号       平成30年 4月 1日
     0586-23-0938  (0586-23-0991) （在薬）第2336号          平成13年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1495220,209,6 たんぽぽ薬局一宮店 〒491-0041 （調基３イ）第135号       平成30年 4月 1日
     や一宮209 一宮市文京２－４－３３ （在調）第341号           平成26年 4月 1日
     0586-23-7331  (0586-23-7332) （在薬）第2367号          平成13年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1496220,210,4 さやか薬局 〒491-0922 （調基１）第1006号        平成28年 4月 1日
     や一宮210 一宮市大和町妙興寺徳法寺浦２９ （後発調１）第118号       平成30年 4月 1日
     －３ （在薬）第2368号          平成13年12月 1日
     0586-47-7323  (0586-47-7323)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1497220,211,2 アイン薬局一宮市民病〒491-0041 （調基３ロ）第122号       平成30年 4月 1日
     や一宮211 院前店 一宮市文京２－４－３５ （後発調２）第229号       平成30年 4月 1日
     0586-28-8255  (0586-28-8258) （在調）第443号           平成26年 5月 1日
     （か薬）第1314号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2383号          平成14年 1月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  172

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1498220,212,0 だるま薬局 〒491-0101 （調基１）第2592号        平成28年 4月 1日
     や一宮212 一宮市浅井町尾関上り戸１７ （後発調２）第130号       平成30年 4月 1日
     0586-51-5938  (0586-51-5938) （在薬）第4663号          平成23年 9月28日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1499220,213,8 ひまわり調剤薬局 〒491-0041 （調基１）第1007号        平成28年 4月 1日
     や一宮213 一宮市文京２－４－３７ （後発調２）第131号       平成30年 4月 1日
     0586-28-5801  (0586-28-5800) （在薬）第4379号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1500220,215,3 ほほえみ薬局光明寺店〒491-0135 （調基１）第1008号        平成28年 4月 1日
     や一宮215 一宮市光明寺天王裏１１２－２ （地支体）第297号         平成30年 4月 1日
     0586-52-0151  (0586-52-0152) （薬菌）第239号           平成28年 8月 1日
     （在調）第939号           平成29年 3月 1日
     （か薬）第668号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2431号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1501220,216,1 くすのき薬局　毛受 〒491-0932 （調基１）第234号         平成28年 4月 1日
     や一宮216 一宮市大和町毛受辻畑４７－３ （地支体）第619号         平成30年 4月 1日
     0586-45-8133  (0586-45-8122) （在調）第1192号          平成30年 5月 1日
     （か薬）第2392号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第3001号          平成16年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1502220,217,9 コスモス調剤薬局 〒491-0924 （調基１）第2848号        平成29年 4月 1日
     や一宮217 一宮市大和町於保上次２３－２ （調基３イ）第13号        平成30年 4月 1日
     0586-45-8931  (0586-45-8932) （後発調２）第23号        平成30年 4月 1日
     （在調）第487号           平成26年11月 1日
     （か薬）第2127号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第2593号          平成14年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1503220,218,7 ＣＭＳタンヨウ薬局 〒491-0822 （調基１）第1009号        平成28年 4月 1日
     や一宮218 一宮市丹陽町伝法寺１０－１－１ （地支体）第68号          平成30年 4月 1日
     0586-75-5710  (0586-75-5715) （か薬）第669号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2738号          平成15年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1504220,221,1 のぞみ薬局 〒491-0858 （調基１）第368号         平成28年 4月 1日
     や一宮221 一宮市栄４－１－３ （か薬）第164号           平成28年 4月 1日
     0586-23-6776  (0586-23-6841) （在薬）第2751号          平成15年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1505220,223,7 すずの木薬局一宮店 〒491-0104 （後発調２）第132号       平成30年 4月 1日
     や一宮223 一宮市浅井町小日比野新太３９ （か薬）第1540号          平成28年 7月 4日
     0586-53-3520  (0586-53-3520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1506220,224,5 有限会社みずの薬局　〒491-0852 （調基１）第235号         平成28年 4月 1日
     や一宮224 だいし調剤薬局 一宮市大志１－８－１９ （後発調２）第391号       平成30年 4月 1日
     0586-28-3777  (0586-28-3666) （か薬）第2072号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第2847号          平成15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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  173

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1507220,225,2 福本薬局 〒491-0014 （調基１）第369号         平成28年 4月 1日
     や一宮225 一宮市南小渕大日１３７ （後発調１）第223号       平成30年 4月 1日
     0586-76-4726  (0586-76-4783) （在薬）第5608号          平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1508220,229,4 求野薬局 〒491-0871 （調基１）第37号          平成28年 4月 1日
     や一宮229 一宮市浅野前林９－１５ （在薬）第2950号          平成16年 3月 1日
     0586-77-2340  (0586-77-2342)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1509220,230,2 向山調剤薬局 〒491-0854 （調基１）第237号         平成28年 4月 1日
     や一宮230 一宮市北園通７－１－５ （後発調２）第230号       平成30年 4月 1日
     0586-26-7630  (0586-26-7631) （か薬）第2210号          平成29年10月 1日
     （在薬）第2988号          平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1510220,232,8 パール調剤薬局 〒491-0121 （調基１）第238号         平成28年 4月 1日
     や一宮232 一宮市島村字六反田８ （後発調１）第224号       平成30年 4月 1日
     0586-53-2001  (0586-53-2007) （在薬）第2989号          平成16年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1511220,238,5 松本薬局 〒494-0012 （在薬）第1149号          平成 7年 1月 1日
     や一宮238 一宮市明地下平２
     0586-68-0460  (0586-68-0460)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1512220,239,3 合資会社松寿園　あさ〒494-0003 （調基１）第31号          平成28年 4月 1日
     や一宮239 の薬局 一宮市三条道東２８－３ （後発調１）第225号       平成30年 4月 1日
     0586-62-0603  (0586-62-0605) （か薬）第672号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4893号          平成24年11月28日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1513220,240,1 カイハツ薬局 〒494-0003 （調基１）第1988号        平成28年 4月 1日
     や一宮240 一宮市三条エグロ３３マイズフォ （在薬）第3414号          平成18年 5月22日
     レスト１階
     0586-61-6237  (0586-61-6237)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1514220,243,5 みどり調剤薬局 〒494-0001 （調基１）第1012号        平成28年 4月 1日
     や一宮243 一宮市開明東沼７１ （地支体）第856号         平成30年 5月 1日
     0586-63-2288  (0586-63-2291) （後発調１）第536号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1057号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第1934号          平成11年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1515220,244,3 どんぐり調剤薬局 〒494-0014 （調基１）第1013号        平成28年 4月 1日
     や一宮244 一宮市上祖父江新田６－２ （後発調２）第133号       平成30年 4月 1日
     0586-67-1500  (0586-67-1502) （か薬）第1963号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第2103号          平成12年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1516220,245,0 ハロー薬局尾西店 〒494-0001 （調基３ロ）第60号        平成30年 4月 1日
     や一宮245 一宮市開明郷東３９－２ （後発調３）第538号       平成30年 5月 1日
     0586-47-7773  (0586-47-7775) （か薬）第1923号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第2122号          平成12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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  174

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1517220,251,8 春日井薬局 〒494-0018 （調基１）第1014号        平成28年 4月 1日
     や一宮251 一宮市冨田１４６－７ （在薬）第3076号          平成16年 9月 1日
     0586-61-7660  (0586-61-7660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1518220,252,6 合資会社国井薬局 〒493-0001 （調基１）第1015号        平成28年 4月 1日
     や一宮252 一宮市木曽川町黒田下市場南１２ （後発調２）第575号       平成30年 4月 1日
     ０ （在薬）第1152号          平成 7年 1月 1日
     0586-86-2509  (0586-86-2509)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1519220,259,1 藤調剤薬局 〒493-0001 （調基１）第1016号        平成28年 4月 1日
     や一宮259 一宮市木曽川町黒田酉新田中ノ切 （か薬）第96号            平成28年 4月 1日
     ３０ （在薬）第2021号          平成12年 3月 1日
     0586-84-1730  (0586-84-1731)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1520220,260,9 ハロー薬局木曽川店 〒493-0005 （調基３ロ）第61号        平成30年 4月 1日
     や一宮260 一宮市木曽川町里小牧清水５０ （後発調３）第157号       平成30年 4月 1日
     0586-84-3212  (0586-84-3212) （か薬）第674号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2802号          平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1521220,262,5 びさいみどり薬局 〒494-0019 （調基１）第1017号        平成28年 4月 1日
     や一宮262 一宮市蓮池上松山１－１ （地支体）第620号         平成30年 4月 1日
     0586-67-5066  (0586-67-5067) （か薬）第675号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2669号          平成14年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1522220,263,3 くすのき薬局　萩原 〒491-0366 （調基１）第239号         平成28年 4月 1日
     や一宮263 一宮市萩原町河田方三味浦５５－ （地支体）第720号         平成30年 4月 1日
     ３ （在調）第621号           平成28年 1月 1日
     0586-67-5335  (0586-67-5336) （か薬）第2386号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第3321号          平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1523220,270,8 わかば薬局尾西店 〒494-0018 （調基１）第1018号        平成28年 4月 1日
     や一宮270 一宮市冨田宮東１７２２－１ （地支体）第185号         平成30年 4月 1日
     0586-61-7082  (0586-61-7083) （後発調２）第340号       平成30年 4月 1日
     （在調）第135号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第1058号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3369号          平成18年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1524220,271,6 ハートフル調剤薬局 〒491-0871 （調基１）第2947号        平成29年 5月 1日
     や一宮271 一宮市浅野紅楳野４８－１ （地支体）第721号         平成30年 4月 1日
     0586-75-5301  (0586-75-5302) （後発調２）第233号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1998号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第5913号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  175

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1525220,274,0 ほほえみ薬局馬引店 〒491-0931 （調基１）第1019号        平成28年 4月 1日
     や一宮274 一宮市大和町馬引郷丑寅２１３７ （地支体）第298号         平成30年 4月 1日
     0586-82-2888  (0586-45-0075) （薬菌）第240号           平成28年 8月 1日
     （在調）第343号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第676号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3503号          平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1526220,276,5 くすのき薬局　小信 〒494-0007 （調基１）第241号         平成28年 4月 1日
     や一宮276 一宮市小信中島南平口９４－３ （地支体）第621号         平成30年 4月 1日
     0586-63-3502  (0586-63-4502) （在調）第793号           平成28年 6月 1日
     （か薬）第1405号          平成28年 5月 1日
     （在薬）第3505号          平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1527220,281,5 大江調剤薬局 〒491-0851 （調基１）第1020号        平成28年 4月 1日
     や一宮281 一宮市大江３－７－７
     0586-71-2348  (0586-71-3010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1528220,283,1 コスモス調剤薬局一宮〒491-0831 （調基３イ）第14号        平成30年 4月 1日
     や一宮283 森本店 一宮市森本１－１８－２４ （後発調２）第24号        平成30年 4月 1日
     0586-25-5030  (0586-25-5031) （在薬）第3576号          平成19年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1529220,284,9 クオール薬局開明店 〒494-0001 （調基３ロ）第63号        平成30年 4月 1日
     や一宮284 一宮市開明郷中６２－１ （後発調３）第158号       平成30年 4月 1日
     0586-63-1189  (0586-63-1191) （か薬）第1531号          平成28年 8月 1日
     （在薬）第3600号          平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1530220,285,6 さくららん薬局 〒491-0201 （調基１）第80号          平成28年 4月 1日
     や一宮285 一宮市奥町南目草１６－３ （地支体）第622号         平成30年 4月 1日
     0586-63-1180  (0586-63-1182) （後発調１）第537号       平成30年 4月 1日
     （在調）第344号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第302号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3617号          平成19年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1531220,286,4 エムハート薬局　あざ〒491-0101 （調基３ロ）第184号       平成30年 4月 1日
     や一宮286 い店 一宮市浅井町尾関同者１４０－２ （後発調３）第354号       平成30年 4月 1日
     0586-53-1177  (0586-53-3337) （在調）第569号           平成27年 8月 1日
     （か薬）第1924号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第3643号          平成19年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1532220,287,2 なごみ調剤薬局 〒491-0811 （調基１）第169号         平成28年 4月 1日
     や一宮287 一宮市千秋町加納馬場松下１３－ （後発調１）第226号       平成30年 4月 1日
     ３ （在薬）第4444号          平成22年 7月 1日
     0586-77-5911  (0586-77-5922)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  176

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1533220,289,8 さとこまき調剤薬局 〒493-0005 （調基２）第95号          平成30年 4月 1日
     や一宮289 一宮市木曽川町里小牧東蒲原１３ （在調）第346号           平成26年 4月 1日
     －１、１４－１ （在薬）第3722号          平成20年 2月 1日
     0586-84-1666  (0586-84-1665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1534220,291,4 スギヤマ薬局松降通店〒491-0078 （調基１）第1990号        平成28年 4月 1日
     や一宮291 一宮市松降通８－５ （地支体）第186号         平成30年 4月 1日
     0586-26-4151  (0586-26-4162) （後発調２）第341号       平成30年 4月 1日
     （在調）第291号           平成25年10月 1日
     （か薬）第678号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3737号          平成20年 2月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1535220,292,2 スギヤマ薬局緑店 〒491-0862 （調基１）第1991号        平成28年 4月 1日
     や一宮292 一宮市緑３－１０－２０ （地支体）第359号         平成30年 4月 1日
     0586-26-6811  (0586-26-6832) （後発調１）第706号       平成30年 5月 1日
     （か薬）第2408号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第3738号          平成20年 2月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1536220,296,3 イオン薬局木曽川店 〒493-0001 （調基３ロ）第20号        平成30年 4月 1日
     や一宮296 一宮市木曽川町黒田南字八ッヶ池 （後発調１）第119号       平成30年 4月 1日
     ２５－１ （か薬）第2357号          平成30年 3月 1日
     0586-84-4401  (0586-87-0975) （在薬）第5065号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1537220,297,1 スギ薬局　開明店 〒491-0201 （調基１）第2438号        平成28年 4月 1日
     や一宮297 一宮市奥町田畑３１－１ （後発調１）第617号       平成30年 4月 1日
     0586-43-2971  (0586-43-2973) （在調）第401号           平成26年 4月 1日
     （在薬）第3942号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1538220,298,9 スギ薬局　毛受店 〒491-0932 （調基１）第2439号        平成28年 4月 1日
     や一宮298 一宮市大和町毛受正寺１０ （後発調２）第467号       平成30年 4月 1日
     0586-47-7526  (0586-47-7526) （在調）第398号           平成26年 4月 1日
     （在薬）第3943号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1539220,299,7 スギ薬局　尾西北店 〒494-0007 （調基１）第2440号        平成28年 4月 1日
     や一宮299 一宮市小信中島川東３－１ （後発調２）第468号       平成30年 4月 1日
     0586-63-3202  (0586-63-3203) （在調）第402号           平成26年 4月 1日
     （在薬）第3944号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1540220,300,3 スギ薬局　尾西三条店〒494-0003 （調基１）第2441号        平成28年 4月 1日
     や一宮300 一宮市三条郷南東５７－１ （後発調１）第618号       平成30年 4月 1日
     0586-63-1915  (0586-63-1920) （在調）第400号           平成26年 4月 1日
     （在薬）第3945号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1541220,301,1 キョーワ薬局　尾西店〒494-0019 （調基１）第1992号        平成28年 4月 1日
     や一宮301 一宮市蓮池松山６ （調基３イ）第136号       平成30年 4月 1日
     0586-67-5211  (0586-67-5212) （か薬）第679号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4089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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  177

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1542220,302,9 キョーワ薬局　木曽川〒493-0005 （調基１）第1993号        平成28年 4月 1日
     や一宮302 店 一宮市木曽川町里小牧寺東１７６ （地支体）第815号         平成30年 4月 1日
     －３ （後発調１）第318号       平成30年 4月 1日
     0586-86-4106  (0586-87-7499) （在調）第1046号          平成29年10月 1日
     （か薬）第680号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4120号          平成20年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1543220,303,7 フラワー調剤薬局 〒494-0001 （調基１）第1021号        平成28年 4月 1日
     や一宮303 一宮市開明蒲原３９－３ （地支体）第769号         平成30年 4月 1日
     0586-52-5381  (0586-52-5382) （後発調２）第576号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第681号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4136号          平成21年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1544220,305,2 たいよう調剤薬局 〒491-0838 （調基１）第163号         平成28年 4月 1日
     や一宮305 一宮市猿海道１－２－７ （後発調３）第428号       平成30年 4月 1日
     0586-23-8020  (0586-23-8030) （か薬）第1449号          平成28年 5月20日
     （在薬）第4137号          平成21年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1545220,306,0 クオール薬局　一宮店〒494-0007 （調基３ロ）第185号       平成30年 4月 1日
     や一宮306 一宮市小信中島仁井西５２－１ （在調）第290号           平成25年 9月 1日
     0586-63-4189  (0586-63-4190) （か薬）第304号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4149号          平成21年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1546220,307,8 アリエス薬局 〒491-0114 （調基１）第1133号        平成28年 4月 1日
     や一宮307 一宮市浅井町江森石橋天神３８－ （後発調１）第707号       平成30年 5月 1日
     ２ （か薬）第1059号          平成28年 4月 1日
     0586-64-5557  (0586-64-5558) （在薬）第4245号          平成21年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1547220,308,6 くすのき薬局　開明 〒494-0001 （調基２）第96号          平成30年 4月 1日
     や一宮308 一宮市開明菖蒲田２０－１ （後発調１）第538号       平成30年 4月 1日
     0586-63-2077  (0586-63-2088) （在調）第622号           平成28年 1月 1日
     （在薬）第4164号          平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1548220,311,0 スギ薬局　一宮大浜店〒491-0035 （調基１）第2442号        平成28年 4月 1日
     や一宮311 一宮市大浜２－１－３０ （地支体）第416号         平成30年 4月 1日
     0586-28-7822  (0586-72-3110) （後発調１）第619号       平成30年 4月 1日
     （在調）第399号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第2040号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第4246号          平成21年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1549220,312,8 あかね調剤薬局 〒494-0006 （調基１）第114号         平成28年 4月 1日
     や一宮312 一宮市起東茜屋８５－１ （後発調２）第134号       平成30年 4月 1日
     0586-63-2510  (0586-63-2520) （在薬）第4263号          平成21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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  178

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1550220,313,6 アイン薬局一宮西店 〒494-0001 （調基３ロ）第232号       平成30年 4月 1日
     や一宮313 一宮市開明東石亀３４ （後発調２）第231号       平成30年 4月 1日
     0586-47-6652  (0586-47-6653) （在調）第500号           平成27年 1月 1日
     （か薬）第1315号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4264号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1551220,314,4 コスモス調剤薬局大浜〒491-0035 （調基３イ）第15号        平成30年 4月 1日
     や一宮314 店 一宮市大浜２－２－３２ （後発調３）第20号        平成30年 4月 1日
     0586-24-0722  (0586-24-0733) （か薬）第1999号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第4265号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1552220,315,1 コスモス調剤薬局富士〒491-0024 （調基３イ）第16号        平成30年 4月 1日
     や一宮315 店 一宮市富士２－９－１８ （後発調３）第21号        平成30年 4月 1日
     0586-24-2074  (0586-24-2075) （か薬）第1492号          平成28年 6月 1日
     （在薬）第4266号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1553220,317,7 あさひ薬局 〒491-0913 （調基１）第1134号        平成28年 4月 1日
     や一宮317 一宮市中町１－３－１ （地支体）第69号          平成30年 4月 1日
     0586-44-2808  (0586-44-3692) （薬菌）第256号           平成28年 9月 1日
     （在調）第940号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第682号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4298号          平成21年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1554220,319,3 なのはな薬局 〒491-0083 （調基２）第55号          平成30年 4月 1日
     や一宮319 一宮市丹羽古屋敷７１－１ （後発調１）第227号       平成30年 4月 1日
     0586-73-8080  (0586-73-8081) （在調）第632号           平成28年 2月 1日
     （在薬）第4317号          平成21年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1555220,321,9 コスモス調剤薬局里小〒493-0005 （調基３イ）第17号        平成30年 4月 1日
     や一宮321 牧店 一宮市木曽川町里小牧野方１２０ （後発調１）第27号        平成30年 4月 1日
     －１ （か薬）第2000号          平成29年 6月 1日
     0586-87-8541  (0586-87-8542) （在薬）第4318号          平成21年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1556220,324,3 グリーン調剤薬局　桜〒491-0036 （調基１）第1022号        平成28年 4月 1日
     や一宮324 店 一宮市桜２－１０－３１ （地支体）第70号          平成30年 4月 1日
     0586-23-6570  (0586-23-6571) （後発調１）第708号       平成30年 5月 1日
     （在調）第858号           平成28年10月 1日
     （か薬）第305号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4454号          平成22年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1557220,326,8 スマイル薬局あさの店〒491-0871 （調基１）第1994号        平成28年 4月 1日
     や一宮326 一宮市浅野大曲り３０－３ （地支体）第299号         平成30年 4月 1日
     0586-64-8390  (0586-64-8391) （後発調３）第355号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第306号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4473号          平成22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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  179

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1558220,327,6 キョーワ薬局　一宮店〒491-0041 （調基３イ）第137号       平成30年 4月 1日
     や一宮327 一宮市文京２－４－３６ （後発調１）第228号       平成30年 4月 1日
     0586-64-8426  (0586-64-8427) （か薬）第683号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4487号          平成22年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1559220,328,4 フラワー薬局 〒491-0851 （調基１）第2111号        平成28年 4月 1日
     や一宮328 一宮市大江１－３－８ （調基２）第97号          平成30年 4月 1日
     0586-24-2422  (0586-24-2422) （後発調３）第290号       平成30年 4月 1日
     （在薬）第4514号          平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1560220,329,2 ほほえみ薬局　真清田〒491-0043 （調基１）第1023号        平成28年 4月 1日
     や一宮329 店 一宮市真清田２－８－１７ （地支体）第300号         平成30年 4月 1日
     0586-64-8656  (0586-64-8657) （薬菌）第241号           平成28年 8月 1日
     （在調）第995号           平成29年 6月 1日
     （か薬）第2001号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第4511号          平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1561220,330,0 日本調剤　一宮薬局 〒491-0932 （調基１）第1995号        平成28年 4月 1日
     や一宮330 一宮市大和町毛受東屋敷７３ （調基３ロ）第186号       平成30年 4月 1日
     0586-47-7885  (0586-47-7886) （後発調２）第577号       平成30年 4月 1日
     （在調）第137号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第1223号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4499号          平成22年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1562220,331,8 トーカイ薬局　一宮西〒494-0001 （調基３イ）第138号       平成30年 4月 1日
     や一宮331 店 一宮市開明平３０－１ （後発調２）第691号       平成30年 5月 1日
     0586-46-8001  (0586-46-8006) （か薬）第1136号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4555号          平成23年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1563220,332,6 原薬局 〒491-0904 （調基１）第1024号        平成28年 4月 1日
     や一宮332 一宮市神山１－１０－２３ （か薬）第1606号          平成28年 9月 1日
     0586-45-7057  (0586-45-7057) （在薬）第4583号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1564220,333,4 とも調剤薬局 〒491-0831 （調基１）第1025号        平成28年 4月 1日
     や一宮333 一宮市森本１－３－４ （後発調１）第229号       平成30年 4月 1日
     0586-85-5057  (0586-85-5058) （後発調２）第692号       平成30年 5月 1日
     （在薬）第4604号          平成23年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1565220,334,2 くすのき薬局　苅安賀〒491-0934 （調基１）第242号         平成28年 4月 1日
     や一宮334 一宮市大和町苅安賀上東出５７－ （後発調２）第578号       平成30年 4月 1日
     １ （薬菌）第96号            平成25年 1月 1日
     0586-85-5571  (0586-85-5572) （在調）第10号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第2438号          平成30年 5月 1日
     （在薬）第4616号          平成23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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  180

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1566220,335,9 かみやま薬局 〒491-0904 （調基１）第1996号        平成28年 4月 1日
     や一宮335 一宮市神山１－３－６ （在薬）第4631号          平成23年 9月 1日
     0586-85-5481  (0586-85-5482)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1567220,336,7 そら薬局 〒491-0934 （調基１）第1026号        平成28年 4月 1日
     や一宮336 一宮市大和町苅安賀火口上５１ （在薬）第4648号          平成23年10月 1日
     0586-85-5039  (0586-85-5089)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1568220,338,3 のぞみ薬局　駅南店 〒491-0858 （調基１）第1027号        平成28年 4月 1日
     や一宮338 一宮市栄４－１－２ （後発調１）第120号       平成30年 4月 1日
     0586-26-1373  (0586-26-2373) （在薬）第4704号          平成24年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1569220,339,1 エムハート薬局　定水〒491-0004 （調基３ロ）第187号       平成30年 4月 1日
     や一宮339 寺店 一宮市定水寺小脇３２ （在薬）第5218号          平成26年 4月 1日
     0586-81-5751  (0586-81-5752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1570220,340,9 コスモス調剤薬局木曽〒493-0001 （調基３イ）第18号        平成30年 4月 1日
     や一宮340 川店 一宮市木曽川町黒田十一ノ通り８ （か薬）第1224号          平成28年 4月 1日
     ３－１ （在薬）第4757号          平成24年 4月 1日
     0586-84-1888  (0586-84-1889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1571220,342,5 アイネット調剤薬局木〒493-0001 （調基３イ）第139号       平成30年 4月 1日
     や一宮342 曽川店 一宮市木曽川町黒田下市場南９４ （後発調１）第330号       平成30年 4月 1日
     0586-87-7228  (0586-87-7228) （か薬）第1225号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4832号          平成24年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1572220,343,3 一宮すこやか薬局 〒491-0002 （調基１）第1029号        平成28年 4月 1日
     や一宮343 一宮市時之島古野１－８ （後発調２）第693号       平成30年 5月 1日
     0586-85-7707  (0586-85-7708) （在薬）第5087号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1573220,345,8 シンコー薬局　きそが〒493-0001 （調基１）第1997号        平成28年 4月 1日
     や一宮345 わ店 一宮市木曽川町黒田北野黒１８９ （在薬）第4899号          平成25年 2月 1日
     0586-85-7446  (0586-85-7449)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1574220,346,6 Ｚｉｐファーマシー白〒491-0925 （調基１）第1998号        平成28年 4月 1日
     や一宮346 沢調剤薬局大和店 一宮市大和町南高井宮腰２ （調基３ロ）第233号       平成30年 4月 1日
     0586-43-0013  (0586-43-0013) （後発調３）第291号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1226号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4997号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1575220,347,4 Ｚｉｐドラッグ白沢北〒493-8001 （調基１）第1999号        平成28年 4月 1日
     や一宮347 方薬局 一宮市北方町北方東泉屋郷１７８ （地支体）第722号         平成30年 4月 1日
     0586-86-2060  (0586-86-9901) （か薬）第1227号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4998号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  181

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1576220,348,2 ときのしま調剤薬局 〒491-0002 （調基１）第1030号        平成28年 4月 1日
     や一宮348 一宮市時之島上屋敷４３－５ （後発調３）第334号       平成30年 4月 1日
     0586-53-1300  (0586-53-1301) （在薬）第5035号          平成25年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1577220,350,8 くすのき薬局馬引 〒491-0931 （調基１）第243号         平成28年 4月 1日
     や一宮350 一宮市大和町馬引乾出１４－２ （後発調３）第292号       平成30年 4月 1日
     0586-85-8165  (0586-85-8166) （か薬）第2387号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第5080号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1578220,351,6 エムハート薬局　木曽〒493-0001 （調基３ロ）第188号       平成30年 4月 1日
     や一宮351 川店 一宮市木曽川町黒田西町北７－２ （後発調２）第392号       平成30年 4月 1日
     0586-84-2676  (0586-87-1263) （後発調３）第539号       平成30年 5月 1日
     （在薬）第5109号          平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1579220,352,4 とも調剤薬局　よし山〒494-0004 （調基１）第1032号        平成28年 4月 1日
     や一宮352 店 一宮市北今葭山９－１ （後発調３）第159号       平成30年 4月 1日
     0586-85-8406  (0586-85-8407) （在薬）第5140号          平成26年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1580220,353,2 カメイ調剤薬局　一宮〒491-0041 （調基３イ）第229号       平成30年 4月 1日
     や一宮353 店 一宮市文京２－４－３８ （か薬）第1964号          平成29年 6月 1日
     0586-26-1077  (0586-26-1078) （在薬）第5146号          平成26年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1581220,354,0 川島薬局 〒493-0001 （調基１）第1033号        平成28年 4月 1日
     や一宮354 一宮市木曽川町黒田往還西南ノ切 （後発調３）第48号        平成30年 4月 1日
     ４２－１ （在調）第301号           平成26年 1月 1日
     0586-86-2428  (0586-86-2428) （在薬）第5154号          平成26年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1582220,356,5 シンコー薬局　一宮店〒491-0052 （調基１）第1034号        平成28年 4月 1日
     や一宮356 一宮市今伊勢町新神戸五輪野２７ （後発調２）第579号       平成30年 4月 1日
     －１ （在薬）第5156号          平成26年 2月 1日
     0586-85-7887  (0586-85-7881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1583220,357,3 なの花薬局一宮えびす〒491-0804 （調基１）第2849号        平成29年 4月 1日
     や一宮357 店 一宮市千秋町佐野五反田２０ （調基３ロ）第21号        平成30年 4月 1日
     0586-82-6075  (0586-81-6005) （在調）第345号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第307号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5172号          平成26年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1584220,358,1 ひらた薬局 〒493-0006 （調基１）第1035号        平成28年 4月 1日
     や一宮358 一宮市木曽川町内割田屋敷５０ （後発調１）第28号        平成30年 4月 1日
     0586-86-3204  (0586-64-7778) （か薬）第2097号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第5575号          平成27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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  182

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1585220,359,9 一宮りぼん薬局 〒491-0858 （調基１）第2000号        平成28年 4月 1日
     や一宮359 一宮市栄４－６－２３ （地支体）第816号         平成30年 4月 1日
     0586-26-0138  (0586-26-0158) （後発調２）第580号       平成30年 4月 1日
     （後発調３）第540号       平成30年 5月 1日
     （在調）第598号           平成27年11月 1日
     （か薬）第97号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第5295号          平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1586220,360,7 青空薬局富塚店 〒491-0123 （調基１）第59号          平成28年 4月 1日
     や一宮360 一宮市富塚寸畑１ （か薬）第1925号          平成29年 5月 1日
     0586-85-8931  (0586-85-8932) （在薬）第5220号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1587220,361,5 いまいせ薬局 〒491-0051 （調基２）第8号           平成30年 4月 1日
     や一宮361 一宮市今伊勢町馬寄東瀬古６１－ （後発調３）第22号        平成30年 4月 1日
     ３ （在薬）第5250号          平成26年 5月 1日
     0586-48-4666  (0586-43-7001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1588220,362,3 クスリのアオキ東五城〒494-0008 （調基１）第134号         平成28年 4月 1日
     や一宮362 薬局 一宮市東五城南田尾５８－１ （後発調２）第694号       平成30年 5月 1日
     0586-85-9207  (0586-85-9197) （在薬）第5251号          平成26年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1589220,364,9 エース調剤薬局 〒491-0914 （調基１）第1036号        平成28年 4月 1日
     や一宮364 一宮市花池２－１１－７ （地支体）第71号          平成30年 4月 1日
     0586-64-6337  (0586-64-6338) （後発調２）第135号       平成30年 4月 1日
     （後発調３）第541号       平成30年 5月 1日
     （か薬）第98号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第5387号          平成27年 1月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1590220,365,6 ハロー薬局　今伊勢店〒491-0057 （調基３ロ）第64号        平成30年 4月 1日
     や一宮365 一宮市今伊勢町宮後郷東２３ （後発調２）第234号       平成30年 4月 1日
     0586-48-4511  (0586-48-4512) （か薬）第2248号          平成29年11月 1日
     （在薬）第5421号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1591220,366,4 ほんまち調剤薬局 〒491-0859 （調基１）第2001号        平成28年 4月 1日
     や一宮366 一宮市本町４－２１－５ （在薬）第5422号          平成27年 4月 1日
     0586-85-7611  (0586-85-7612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1592220,369,8 Ｖ・ｄｒｕｇ　一宮市〒491-0041 （調基３イ）第55号        平成30年 4月 1日
     や一宮369 民病院前薬局 一宮市文京２－２－２ （後発調２）第136号       平成30年 4月 1日
     0586-28-0631  (0586-28-0632) （在調）第871号           平成28年10月 1日
     （か薬）第308号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5451号          平成27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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  183

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1593220,370,6 青空薬局西萩原店 〒494-0011 （調基１）第57号          平成28年 4月 1日
     や一宮370 一宮市西萩原妙楽寺前１２９８－ （地支体）第301号         平成30年 4月 1日
     ４ （後発調３）第356号       平成30年 4月 1日
     0586-85-7893  (0586-85-7894) （か薬）第1228号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5485号          平成27年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1594220,371,4 ささゆり薬局　一宮店〒491-0012 （調基１）第2002号        平成28年 4月 1日
     や一宮371 一宮市小赤見秋吉４３－２ （か薬）第167号           平成28年 4月 1日
     0586-48-5100  (0586-48-5101) （在薬）第5502号          平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1595220,372,2 クローバー薬局 〒491-0925 （調基１）第2003号        平成28年 4月 1日
     や一宮372 一宮市大和町南高井蓮原４１－３ （後発調２）第581号       平成30年 4月 1日
     0586-52-7691  (0586-52-7692)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1596220,373,0 くすのき薬局　野口 〒491-0911 （調基１）第244号         平成28年 4月 1日
     や一宮373 一宮市野口２－１６－１１ （後発調１）第539号       平成30年 4月 1日
     0586-85-6460  (0586-85-6461) （在調）第623号           平成28年 1月 1日
     （か薬）第2439号          平成30年 5月 1日
     （在薬）第5533号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1597220,374,8 すてら薬局 〒491-0053 （調基１）第2004号        平成28年 4月 1日
     や一宮374 一宮市今伊勢町本神戸立切東３０ （地支体）第770号         平成30年 4月 1日
     －１ （後発調２）第582号       平成30年 4月 1日
     0586-73-2001  (0586-73-2002) （か薬）第1878号          平成29年 4月 1日
     （在薬）第5615号          平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1598220,375,5 アイン薬局　羽衣店 〒491-0025 （調基１）第2005号        平成28年 4月 1日
     や一宮375 一宮市羽衣１－５－７ （地支体）第302号         平成30年 4月 1日
     0586-24-0234  (0586-24-0235) （後発調３）第226号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1052号          平成29年10月 1日
     （か薬）第309号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5560号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1599220,376,3 アイン薬局　大江店 〒491-0851 （調基３ロ）第119号       平成30年 4月 1日
     や一宮376 一宮市大江１－３－８ （後発調２）第235号       平成30年 4月 1日
     0586-73-4633  (0586-73-4658) （か薬）第1316号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5561号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1600220,377,1 ハイル調剤薬局新生店〒491-0912 （調基１）第1038号        平成28年 4月 1日
     や一宮377 一宮市新生２－１９－１６ （後発調２）第236号       平成30年 4月 1日
     0586-64-9498  (0586-64-9499) （か薬）第1720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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  184

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1601220,378,9 ほほえみ薬局　内割田〒493-0006 （調基１）第1039号        平成28年 4月 1日
     や一宮378 店 一宮市木曽川町内割田一の通り２ （地支体）第303号         平成30年 4月 1日
     －１ （後発調３）第357号       平成30年 4月 1日
     0586-84-3600  (0586-84-3611) （薬菌）第242号           平成28年 8月 1日
     （在調）第1066号          平成29年11月 1日
     （か薬）第2002号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第5626号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1602220,379,7 いちのみや薬局 〒494-0001 （調基１）第2613号        平成28年 4月 1日
     や一宮379 一宮市開明絹屋田４１－２ （後発調３）第23号        平成30年 4月 1日
     0586-62-8857  (0586-62-8858) （在調）第799号           平成28年 7月 1日
     （か薬）第2270号          平成29年12月 1日
     （在薬）第5665号          平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1603220,380,5 アイランド薬局　萩原〒491-0353 （調基３イ）第230号       平成30年 4月 1日
     や一宮380 店 一宮市萩原町萩原友重６３－１ （後発調１）第540号       平成30年 4月 1日
     0586-67-1189  (0586-68-1190) （在薬）第5674号          平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1604220,381,3 しょうなん調剤薬局　〒491-0859 （調基１）第2672号        平成28年 8月 1日
     や一宮381 一宮本町店 一宮市本町４－１０－１３ （後発調１）第709号       平成30年 5月 1日
     0586-26-0380  (0586-26-0390) （在調）第921号           平成29年 1月 1日
     （在薬）第5685号          平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1605220,382,1 ファーマライズ薬局一〒491-0201 （調基１）第2910号        平成29年 4月 1日
     や一宮382 宮奥町店 一宮市奥町下口西９２－５ （調基３イ）第140号       平成30年 4月 1日
     0586-63-3550  (0586-63-3560) （か薬）第1926号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第5725号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1606220,383,9 ファーマライズ薬局い〒491-0057 （調基３イ）第141号       平成30年 4月 1日
     や一宮383 まいせ店 一宮市今伊勢町宮後東茶原１０－ （後発調１）第320号       平成30年 4月 1日
     ２ （在調）第1089号          平成30年 1月 1日
     0586-47-7081  (0586-45-7372) （か薬）第1631号          平成28年 9月 1日
     （在薬）第5726号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1607220,384,7 ファーマライズ薬局一〒494-0001 （調基３イ）第142号       平成30年 4月 1日
     や一宮384 宮西店 一宮市開明東石亀１－１ （後発調２）第393号       平成30年 4月 1日
     0586-47-7837  (0586-47-7838) （在調）第1067号          平成29年11月 1日
     （か薬）第1632号          平成28年 9月 1日
     （在薬）第5727号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1608220,385,4 アイセイ薬局　一宮奥〒491-0201 （調基３ロ）第189号       平成30年 4月 1日
     や一宮385 町店 一宮市奥町三出１０４－４ （か薬）第2003号          平成29年 6月 1日
     0586-63-3608  (0586-63-3609) （在薬）第5788号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1609220,386,2 薬局ヘルスバンク末広〒491-0918 （調基１）第2751号        平成28年10月 1日
     や一宮386 店 一宮市末広３－１８－１ （後発調１）第710号       平成30年 5月 1日
     0586-44-9200  (0586-46-4574) （在薬）第5805号          平成28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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  185

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1610220,387,0 ノバ調剤薬局 〒491-0922 （調基１）第2769号        平成28年11月 1日
     や一宮387 一宮市大和町妙興寺出町前４１－ （後発調３）第49号        平成30年 4月 1日
     １ （か薬）第2332号          平成30年 2月 1日
     0586-25-8355  (0586-25-8355) （在薬）第5813号          平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1611220,388,8 もみの木薬局 〒491-0851 （調基１）第2784号        平成29年 1月 1日
     や一宮388 一宮市大江１－６－１０ （地支体）第817号         平成30年 4月 1日
     0586-82-0183  (0586-82-0182) （後発調２）第583号       平成30年 4月 1日
     （在調）第978号           平成29年 5月 1日
     （か薬）第2264号          平成29年12月 1日
     （在薬）第5830号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1612220,389,6 やまと調剤薬局　一宮〒491-0057 （調基１）第2785号        平成29年 1月 1日
     や一宮389 店 一宮市今伊勢町宮後宮代１１－３ （地支体）第360号         平成30年 4月 1日
     0586-52-7876  (0586-52-7826) （後発調３）第397号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1092号          平成30年 1月 1日
     （か薬）第2308号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第5831号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1613220,391,2 なかよし薬局 〒491-0141 （調基１）第2850号        平成29年 4月 1日
     や一宮391 一宮市浅井町黒岩石刀山４７－１ （在薬）第5851号          平成29年 2月 1日
     0586-64-6800  (0586-64-6801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1614220,392,0 ひびき調剤薬局 〒491-0105 （調基２）第74号          平成30年 4月 1日
     や一宮392 一宮市浅井町大日比野清郷８６ （在薬）第5943号          平成29年 7月13日
     0586-52-0028  (0586-52-0028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1615220,393,8 南山堂薬局　一宮店 〒491-0053 （調基１）第2851号        平成29年 4月 1日
     や一宮393 一宮市今伊勢町本神戸和田東１８ （調基３イ）第231号       平成30年 4月 1日
     0586-82-0071  (0586-82-0072) （後発調３）第459号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2358号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第5887号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1616220,394,6 とみだ薬局 〒494-0018 （調基３イ）第232号       平成30年 4月 1日
     や一宮394 一宮市冨田南新田１５－１４ （在薬）第5873号          平成29年 3月 1日
     0586-63-2252  (0586-63-2263)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1617220,395,3 青空薬局今伊勢店 〒491-0053 （調基１）第2852号        平成29年 4月 1日
     や一宮395 一宮市今伊勢町本神戸東出８－５ （後発調１）第321号       平成30年 4月 1日
     0586-52-7893  (0586-52-7894) （か薬）第2373号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第5888号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1618220,396,1 サンドラッグ一宮末広〒491-0918 （調基１）第2954号        平成29年 6月 1日
     や一宮396 薬局 一宮市末広３－１１－１１ （後発調２）第734号       平成30年 6月 1日
     0586-47-7611  (0586-47-7522) （後発調３）第227号       平成30年 4月 1日
     （在薬）第5928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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  186

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1619220,397,9 くすのき薬局　猿海道〒491-0838 （調基１）第3011号        平成29年10月 1日
     や一宮397 一宮市猿海道１－８－１３ （後発調１）第541号       平成30年 4月 1日
     0586-82-0825  (0586-82-0826) （在調）第1068号          平成29年11月 1日
     （在薬）第5972号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1620220,398,7 薬局サングリーン一宮〒491-0817 （調基１）第3027号        平成29年10月 2日
     や一宮398 東店 一宮市千秋町天摩北野１９－１ （後発調２）第137号       平成30年 4月 1日
     0586-75-7077  (0586-75-7780)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1621220,399,5 神山おくすり相談薬局〒491-0905 （調基１）第3028号        平成29年11月 1日
     や一宮399 一宮市平和３－９－１ （薬菌）第273号           平成29年11月 1日
     0586-85-6255  (0586-85-6155) （在薬）第6004号          平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1622220,400,1 トーカイ薬局尾西店 〒494-0008 （調基１）第3053号        平成29年11月 1日
     や一宮400 一宮市東五城大平裏３４－３ （地支体）第72号          平成30年 4月 1日
     0586-61-4041  (0568-63-4010) （後発調１）第121号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1080号          平成29年11月 1日
     （か薬）第2262号          平成29年11月 1日
     （在薬）第6024号          平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1623220,401,9 クローバー調剤薬局　〒491-0837 （調基１）第3054号        平成29年12月 1日
     や一宮401 多加木店 一宮市多加木１－１９－２９ （後発調３）第91号        平成30年 4月 1日
     0586-24-2567  (0586-24-2568) （在薬）第6025号          平成29年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1624220,402,7 チョコレート薬局 〒491-0201 （調基１）第3055号        平成29年12月 1日
     や一宮402 一宮市奥町宮前４７－１ （後発調１）第542号       平成30年 4月 1日
     0586-64-6666  (0586-64-6564) （在調）第1111号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第6026号          平成29年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1625220,403,5 一宮ますみだ薬局 〒491-0043 （調基１）第3088号        平成30年 2月 1日
     や一宮403 一宮市真清田２－３－１４ （後発調２）第695号       平成30年 5月 1日
     0586-82-0709  (0586-82-0719) （在薬）第6061号          平成30年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1626220,404,3 おはな薬局 〒491-0115 （調基１）第3169号        平成30年 4月 1日
     や一宮404 一宮市浅井町西海戸形人３８５－ （後発調３）第518号       平成30年 4月 1日
     １ （在薬）第6136号          平成30年 4月 5日
     0586-85-8870  (0586-85-8871)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1627220,405,0 キョーワ薬局　三条店〒494-0003 （調基３イ）第256号       平成30年 5月 1日
     や一宮405 一宮市三条郷東藤３５－１ （在薬）第6145号          平成30年 5月 1日
     0586-52-7519  (0586-52-7520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1628230,002,3 有限会社林薬局 〒489-0805 （調基１）第1040号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸2 瀬戸市陶原町４－３１ （在薬）第550号           平成 6年11月 1日
     0561-82-2954  (0561-85-8479)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  187

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1629230,014,8 玉薬佐久間薬局 〒489-0815 （在薬）第558号           平成 6年11月 1日
     や瀬戸14 瀬戸市南仲之切町４７
     0561-82-3615  (0561-82-3615)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1630230,038,7 ウオズミ銀座薬局 〒489-0043 （在薬）第533号           平成 6年11月 1日
     や瀬戸38 瀬戸市朝日町３４
     0561-82-2865  (0561-21-3182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1631230,051,0 調剤薬局サンシバタ 〒489-0875 （調基１）第2006号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸51 瀬戸市緑町２－１９ （後発調２）第237号       平成30年 4月 1日
     0561-84-8940  (0561-84-4022) （在薬）第548号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1632230,058,5 薬草園薬局 〒489-0913 （調基１）第1041号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸58 瀬戸市水南町１６１－３－４ （在薬）第542号           平成 6年11月 1日
     0561-83-8856  (0561-85-8447)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1633230,061,9 ウイング薬局 〒489-0887 （調基１）第119号         平成28年 4月 1日
     や瀬戸61 瀬戸市菱野台４－４－２菱野ウイ （後発調２）第696号       平成30年 5月 1日
     ングビルＢ棟１号 （在薬）第546号           平成 6年11月 1日
     0561-85-6301  (0561-85-8643)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1634230,065,0 アリーナ薬局 〒489-0866 （調基１）第1042号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸65 瀬戸市矢形町１８２－２ （地支体）第818号         平成30年 4月 1日
     0561-87-1100  (0561-87-1122) （後発調２）第584号       平成30年 4月 1日
     （在調）第811号           平成28年 7月 1日
     （か薬）第688号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2882号          平成15年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1635230,068,4 三晃堂薬局 〒489-0065 （調基１）第1043号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸68 瀬戸市西追分町５０ （在薬）第1187号          平成 7年 8月 1日
     0561-58-1285  (0561-85-8489)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1636230,069,2 ＣＭＳセト調剤薬局 〒489-0883 （調基３イ）第56号        平成30年 4月 1日
     や瀬戸69 瀬戸市東権現町６ （後発調１）第122号       平成30年 4月 1日
     0561-21-8211  (0561-21-8131) （か薬）第689号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1212号          平成 8年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1637230,072,6 たんぽぽ薬局瀬戸西店〒489-0986 （調基３イ）第143号       平成30年 4月 1日
     や瀬戸72 瀬戸市南山町１－６０　第二清水 （在調）第549号           平成27年 7月 1日
     ビル１階 （か薬）第1515号          平成28年 7月 1日
     0561-85-2171  (0120-852-391) （在薬）第1343号          平成 9年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1638230,082,5 ハロー薬局せと店 〒489-0913 （調基３ロ）第65号        平成30年 4月 1日
     や瀬戸82 瀬戸市水南町１５６－４ （後発調３）第160号       平成30年 4月 1日
     0561-86-0861  (0561-86-0862) （在調）第959号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第690号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1991号          平成12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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  188

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1639230,087,4 愛知薬局　東茨店 〒489-0897 （調基１）第2007号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸87 瀬戸市東茨町２９ （在調）第449号           平成26年 6月 1日
     0561-83-0234  (0561-83-0234) （か薬）第691号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5258号          平成26年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1640230,092,4 マリン薬局瀬戸店 〒489-0065 （調基１）第1045号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸92 瀬戸市西追分町１６１－２２ （地支体）第73号          平成30年 4月 1日
     0561-85-1741  (0561-85-1740) （後発調１）第123号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第106号           平成26年 4月 1日
     （在調）第324号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第1063号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2337号          平成13年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1641230,093,2 たんぽぽ薬局追分店 〒489-0065 （調基３イ）第144号       平成30年 4月 1日
     や瀬戸93 瀬戸市西追分町１６１－２５ （後発調１）第322号       平成30年 4月 1日
     0561-21-5401  (0561-21-5402) （在調）第665号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第1768号          平成28年12月 1日
     （在薬）第2353号          平成13年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1642230,094,0 スギヤマ薬局本地店 〒489-0972 （調基１）第2008号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸94 瀬戸市西原町２－９５ （在薬）第2411号          平成14年 3月 1日
     0561-88-0031  (0561-89-6713)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1643230,095,7 アリーナ薬局　幡野店〒489-0874 （調基１）第1046号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸95 瀬戸市幡野町１０４－２ （か薬）第692号           平成28年 4月 1日
     0561-21-5700  (0561-21-5718) （在薬）第4795号          平成24年 7月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1644230,097,3 みずの薬局 〒489-0066 （調基１）第179号         平成28年 4月 1日
     や瀬戸97 瀬戸市東横山町１８２－５ （地支体）第771号         平成30年 4月 1日
     0561-89-3777  (0561-89-3776) （後発調２）第585号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第693号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2525号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1645230,100,5 もみの木調剤薬局 〒489-0916 （調基１）第370号         平成28年 4月 1日
     や瀬戸100 瀬戸市平町１－６０ （後発調１）第73号        平成30年 4月 1日
     0561-97-0303  (0561-97-0606) （在薬）第2708号          平成14年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1646230,101,3 アイランド薬局　瀬戸〒489-0878 （調基１）第1049号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸101 店 瀬戸市赤重町４５ （調基３イ）第233号       平成30年 4月 1日
     0561-84-8898  (0561-84-8907) （後発調１）第711号       平成30年 5月 1日
     （か薬）第1600号          平成28年 9月 1日
     （在薬）第2726号          平成14年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1647230,103,9 ケア調剤薬局宮前店 〒489-0815 （調基１）第245号         平成28年 4月 1日
     や瀬戸103 瀬戸市南仲之切町６０－１７ （後発調３）第50号        平成30年 4月 1日
     0561-89-5770  (0561-89-5771) （在薬）第2728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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  189

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1648230,106,2 日本調剤瀬戸薬局 〒489-0065 （調基３ロ）第190号       平成30年 4月 1日
     や瀬戸106 瀬戸市西追分町１６１－２１　１ （後発調２）第586号       平成30年 4月 1日
     階 （在調）第438号           平成26年 6月 1日
     0561-89-6393  (0561-89-6515) （か薬）第2271号          平成29年12月 1日
     （在薬）第2792号          平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1649230,107,0 薬局サンリバー瀬戸店〒489-0989 （調基１）第132号         平成28年 4月 1日
     や瀬戸107 瀬戸市山手町２８３－１ （地支体）第187号         平成30年 4月 1日
     0561-86-0068  (0561-86-0065) （後発調１）第231号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第695号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5226号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1650230,108,8 愛知薬局 〒489-0803 （調基１）第1050号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸108 瀬戸市追分町２１ （在薬）第3400号          平成18年 4月 1日
     0561-82-2685  (0561-82-2038)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1651230,114,6 スギヤマ薬局赤重店 〒489-0874 （調基１）第2009号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸114 瀬戸市幡野町２９５－１ （後発調１）第414号       平成30年 4月 1日
     0561-85-1151  (0561-85-1160) （在薬）第3094号          平成16年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1652230,115,3 貴船薬局薬師店 〒489-0821 （調基１）第1051号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸115 瀬戸市薬師町１７ （在薬）第3095号          平成16年10月 1日
     0561-89-5621  (0561-89-5622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1653230,116,1 みずの薬局みずの坂店〒489-0909 （調基１）第2010号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸116 瀬戸市みずの坂５－３８ （在薬）第3123号          平成16年11月 1日
     0561-97-8222  (0561-97-8223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1654230,117,9 ひまわり調剤薬局 〒489-0065 （調基１）第92号          平成28年 4月 1日
     や瀬戸117 瀬戸市西追分町１６１－３４ （地支体）第623号         平成30年 4月 1日
     0561-85-2467  (0561-85-2477) （か薬）第312号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3709号          平成20年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1655230,118,7 ヒシノ調剤薬局 〒489-0887 （調基１）第113号         平成28年 4月 1日
     や瀬戸118 瀬戸市菱野台２－１７ （在薬）第3291号          平成17年 8月 1日
     0561-88-0772  (0561-88-0773)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1656230,120,3 ケア調剤薬局石田店 〒489-0951 （調基１）第246号         平成28年 4月 1日
     や瀬戸120 瀬戸市石田町３８ （後発調１）第74号        平成30年 4月 1日
     0561-97-0545  (0561-97-0546) （在調）第138号           平成24年 4月 1日
     （在薬）第3322号          平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  190

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1657230,122,9 しょうなん調剤薬局　〒489-0984 （調基１）第1052号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸122 新瀬戸店 瀬戸市北山町８７－５ （地支体）第74号          平成30年 4月 1日
     0561-89-7666  (0561-89-7667) （後発調３）第92号        平成30年 4月 1日
     （在調）第1154号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第696号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5388号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1658230,123,7 みゆきファーマシーみ〒489-0909 （調基１）第1053号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸123 ずの店 瀬戸市みずの坂２－２５ （地支体）第304号         平成30年 4月 1日
     0561-97-8711  (0561-97-8712) （後発調２）第394号       平成30年 4月 1日
     （在調）第599号           平成27年11月 1日
     （か薬）第2135号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第3506号          平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1659230,126,0 あい薬局瀬戸店 〒489-0802 （調基１）第1054号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸126 瀬戸市今池町２０ （地支体）第772号         平成30年 4月 1日
     0561-84-0080  (0561-84-0080) （後発調２）第587号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1155号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第698号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3577号          平成19年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1660230,128,6 サンライズ薬局 〒489-0913 （調基１）第2012号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸128 瀬戸市水南町１６３－１ （地支体）第819号         平成30年 4月 1日
     0561-42-5565  (0561-42-5513) （後発調２）第588号       平成30年 4月 1日
     （在調）第140号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第699号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3683号          平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1661230,130,2 イオン薬局瀬戸みずの〒489-0909 （調基１）第2013号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸130 店 瀬戸市みずの坂２－２５３ （後発調２）第138号       平成30年 4月 1日
     0561-48-1480  (0561-48-1490) （在薬）第5066号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1662230,131,0 スギ薬局　水野店 〒489-0906 （調基１）第2444号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸131 瀬戸市本郷町３８４ （地支体）第417号         平成30年 4月 1日
     0561-86-8560  (0561-86-8561) （後発調１）第620号       平成30年 4月 1日
     （在調）第717号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第959号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3946号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1663230,132,8 スギ薬局　汗干店 〒489-0801 （調基１）第2445号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸132 瀬戸市汗干町６０ （地支体）第418号         平成30年 4月 1日
     0561-89-4361  (0561-89-4362) （後発調１）第621号       平成30年 4月 1日
     （在調）第403号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第2147号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第3947号          平成20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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  191

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1664230,134,4 アイランド薬局　瀬戸〒489-0927 （調基１）第247号         平成28年 4月 1日
     や瀬戸134 川北店 瀬戸市川北町１－５６－２小林ビ （在薬）第4090号          平成20年10月 1日
     ル１階
     0561-88-1062  (0561-88-1063)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1665230,135,1 高見日進堂薬局 〒489-0065 （調基１）第2014号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸135 瀬戸市西追分町１６１ー１ （調基３ロ）第66号        平成30年 4月 1日
     0561-82-3445  (0561-85-7161) （在調）第718号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第700号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4105号          平成20年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1666230,136,9 ケア調剤薬局　水野店〒489-0917 （調基１）第248号         平成28年 4月 1日
     や瀬戸136 瀬戸市效範町２－２－１ （地支体）第188号         平成30年 4月 1日
     0561-89-6166  (0561-89-6177) （後発調１）第75号        平成30年 4月 1日
     （在調）第1114号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第313号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5400号          平成27年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1667230,137,7 たんぽぽ薬局　平町店〒489-0916 （調基１）第371号         平成28年 4月 1日
     や瀬戸137 瀬戸市平町２－１２ （地支体）第305号         平成30年 4月 1日
     0561-84-6251  (0561-84-6252) （後発調１）第323号       平成30年 4月 1日
     （在調）第539号           平成27年 5月 1日
     （か薬）第701号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4138号          平成21年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1668230,138,5 スギ薬局　瀬戸西山店〒489-0987 （調基１）第2446号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸138 瀬戸市西山町１－１７ （地支体）第419号         平成30年 4月 1日
     0561-97-0815  (0561-83-9600) （後発調２）第469号       平成30年 4月 1日
     （在調）第466号           平成26年 9月 1日
     （か薬）第2098号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第4150号          平成21年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1669230,143,5 キョーワ薬局　瀬戸口〒489-0935 （調基３イ）第234号       平成30年 4月 1日
     や瀬戸143 店 瀬戸市福元町１９－４健康陽だま （後発調１）第668号       平成30年 4月 1日
     りビルディング１階 （在調）第229号           平成24年 5月 1日
     0561-76-4522  (0561-76-4502) （か薬）第1376号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4355号          平成22年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1670230,144,3 ぽぷり薬局せと店 〒489-0964 （調基１）第1056号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸144 瀬戸市上之山町３－３４－１ （地支体）第75号          平成30年 4月 1日
     0561-97-0622  (0561-97-0623) （後発調２）第80号        平成30年 4月 1日
     （か薬）第49号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第4410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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  192

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1671230,146,8 尾張瀬戸薬局 〒489-0044 （調基３イ）第57号        平成30年 4月 1日
     や瀬戸146 瀬戸市栄町２６サンシャイン栄１ （後発調３）第24号        平成30年 4月 1日
     階 （か薬）第2148号          平成29年 8月 1日
     0561-76-7492  (0561-76-7493) （在薬）第4611号          平成23年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1672230,147,6 エムハート薬局　萩山〒489-0887 （調基１）第1058号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸147 台店 瀬戸市菱野台３－２５ （調基３ロ）第67号        平成30年 4月 1日
     0561-21-8512  (0561-21-8514) （後発調３）第161号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2440号          平成30年 5月 1日
     （在薬）第4744号          平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1673230,150,0 髙見調剤薬局 〒489-0986 （調基１）第2015号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸150 瀬戸市南山町１－４４ （地支体）第337号         平成30年 4月 1日
     0561-82-1949  (0561-82-7595) （後発調１）第712号       平成30年 5月 1日
     （在調）第1008号          平成29年 7月 1日
     （か薬）第2004号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第4900号          平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1674230,151,8 ココカラファイン薬局〒489-0805 （調基１）第2016号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸151 　瀬戸中央店 瀬戸市陶原町３－１８ （調基３ロ）第191号       平成30年 4月 1日
     0561-84-0013  (0561-84-9993) （後発調１）第543号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第314号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4999号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1675230,152,6 日本調剤　瀬戸山口薬〒489-0866 （調基１）第2017号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸152 局 瀬戸市矢形町１７３ （後発調３）第542号       平成30年 5月 1日
     0561-89-5012  (0561-89-5013) （在調）第440号           平成26年 6月 1日
     （在薬）第5036号          平成25年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1676230,153,4 オグラ薬局　瀬戸店 〒489-0971 （調基１）第372号         平成28年 4月 1日
     や瀬戸153 瀬戸市西本地町１－１３２－２ （在薬）第5081号          平成25年 9月 1日
     0561-76-2371  (0561-76-2372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1677230,154,2 いつき調剤薬局 〒489-0816 （調基１）第2018号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸154 瀬戸市東本町１－５５グランメゾ （調基３ロ）第22号        平成30年 4月 1日
     ン１階 （後発調１）第124号       平成30年 4月 1日
     0561-97-1200  (0561-97-1201) （か薬）第1451号          平成28年 5月20日
     （在薬）第5173号          平成26年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1678230,155,9 にこにこ薬局　瀬戸店〒489-0902 （調基１）第373号         平成28年 4月 1日
     や瀬戸155 瀬戸市内田町２－１０７－１ （後発調１）第232号       平成30年 4月 1日
     0561-48-2801  (0561-48-2811) （在薬）第5200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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  193

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1679230,156,7 ケア調剤薬局　瀬戸北〒489-0005 （調基１）第249号         平成28年 4月 1日
     や瀬戸156 店 瀬戸市中水野町２－７５２ （後発調１）第76号        平成30年 4月 1日
     0561-65-5706  (0561-65-5726) （在調）第1020号          平成29年 8月 1日
     （か薬）第2257号          平成29年11月 1日
     （在薬）第5270号          平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1680230,157,5 ハロー薬局　新瀬戸駅〒489-0066 （調基３ロ）第68号        平成30年 4月 1日
     や瀬戸157 前店 瀬戸市東横山町１１３ベルメゾン （後発調３）第162号       平成30年 4月 1日
     青山１階 （か薬）第1848号          平成29年 2月 1日
     0561-89-5101  (0561-89-5102) （在薬）第5423号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1681230,158,3 ファーコス薬局　陶原〒489-0883 （調基１）第1059号        平成28年 4月 1日
     や瀬戸158 瀬戸市東権現町１－２ （調基３ロ）第192号       平成30年 4月 1日
     0561-89-7727  (0561-84-3500) （後発調１）第544号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1410号          平成28年 5月 1日
     （在薬）第5534号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1682230,159,1 クスリのアオキ瀬戸北〒489-0984 （調基１）第133号         平成28年 4月 1日
     や瀬戸159 山薬局 瀬戸市北山町５０ （後発調１）第473号       平成30年 4月 1日
     0561-56-1606  (0561-56-1666) （在薬）第5535号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1683230,160,9 ファーマライズ薬局　〒489-0066 （調基１）第2710号        平成28年 9月 1日
     や瀬戸160 瀬戸店 瀬戸市東横山町１１４－３ （地支体）第306号         平成30年 4月 1日
     0561-85-4189  (0561-85-4184) （後発調２）第395号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1633号          平成28年 9月 1日
     （在薬）第5731号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1684230,161,7 シンコー薬局　瀬戸品〒480-1207 （調基１）第2854号        平成29年 4月 1日
     や瀬戸161 野店 瀬戸市品野町６－１１７－３ （在薬）第5889号          平成29年 4月 1日
     0561-41-3535  (0561-41-3536)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1685230,162,5 アリーナ薬局　菱野店〒489-0861 （調基１）第2926号        平成29年 4月 1日
     や瀬戸162 瀬戸市八幡台１－２－２ （在薬）第5904号          平成29年 4月 1日
     0561-76-6672  (0561-76-6682)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1686230,163,3 アリーナ薬局　尾張瀬〒489-0812 （調基１）第2992号        平成29年 8月 1日
     や瀬戸163 戸店 瀬戸市西蔵所町４９－１ （後発調３）第293号       平成30年 4月 1日
     0561-86-0333  (0561-86-0337) （在薬）第5959号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1687230,164,1 スギ薬局　瀬戸菱野店〒489-0875 （調基１）第3056号        平成29年12月 1日
     や瀬戸164 瀬戸市緑町１－１０６ドミー瀬戸 （後発調１）第622号       平成30年 4月 1日
     菱野店１階 （在薬）第6027号          平成29年12月 1日
     0561-76-2611  (0561-76-2612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1688230,165,8 七福神薬局 〒489-0064 （調基１）第3185号        平成30年 5月 1日
     や瀬戸165 瀬戸市小金町３１ （在薬）第6146号          平成30年 5月 1日
     0561-56-0798  (0561-56-0799)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  194

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1689240,002,1 清心堂薬局 〒475-0855 （調基１）第1060号        平成28年 4月 1日
     や半田2 半田市中町２－７０
     0569-23-0236  (0569-23-0236)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1690240,033,6 ジロードラッグしみん〒475-0859 （調基１）第1061号        平成28年 4月 1日
     や半田33 薬局 半田市天王町１－５－１
     0569-21-6175  (0569-21-6175)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1691240,060,9 朝日薬局乙川店 〒475-0086 （調基１）第1062号        平成28年 4月 1日
     や半田60 半田市庚申町１－３５ （後発調１）第125号       平成30年 4月 1日
     0569-29-3719  (0569-29-3719) （在薬）第3154号          平成16年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1692240,061,7 とみ薬局 〒475-0853 （調基１）第1063号        平成28年 4月 1日
     や半田61 半田市南末広町１２０－１３ニナ
     ガワビル１階
     0569-21-9889  (0569-21-9889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1693240,063,3 えむわん薬局　半田店〒475-0817 （調基１）第2020号        平成28年 4月 1日
     や半田63 半田市東洋町２－１３ （在薬）第1248号          平成 8年 6月 1日
     0569-23-3461  (0569-23-3462)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1694240,072,4 あい調剤薬局半田店 〒475-0974 （調基３ロ）第69号        平成30年 4月 1日
     や半田72 半田市山代町２ー１０２ー１ （か薬）第1565号          平成28年 7月 1日
     0569-24-1050  (0569-24-1053) （在薬）第1440号          平成 9年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1695240,076,5 プラスアルファ薬局 〒475-0024 （調基１）第2021号        平成28年 4月 1日
     や半田76 半田市亀崎高根町８－１０３ （後発調１）第545号       平成30年 4月 1日
     0569-29-5459  (0569-29-5520) （在調）第294号           平成25年12月 1日
     （か薬）第702号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1456号          平成 9年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1696240,079,9 ゆたか調剤薬局市役所〒475-0816 （調基１）第1064号        平成28年 4月 1日
     や半田79 前 半田市源平町２７ （後発調１）第29号        平成30年 4月 1日
     0569-25-2688  (0569-25-2689) （か薬）第1879号          平成29年 4月 1日
     （在薬）第1558号          平成10年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1697240,082,3 くすりの家薬局 〒475-0816 （調基１）第35号          平成28年 4月 1日
     や半田82 半田市源平町３６ （後発調１）第30号        平成30年 4月 1日
     0569-24-4080  (0569-24-4196) （在薬）第1631号          平成10年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1698240,086,4 美濃半薬局 〒475-0874 （調基１）第1065号        平成28年 4月 1日
     や半田86 半田市銀座本町５－６ （在薬）第2149号          平成12年10月 1日
     0569-32-5152  (0569-32-5153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1699240,091,4 北二ツ坂薬局 〒475-0927 （調基１）第1066号        平成28年 4月 1日
     や半田91 半田市北二ツ坂町１－２－１４ （後発調３）第93号        平成30年 4月 1日
     0569-32-3337  (0569-32-3338) （在薬）第2527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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  195

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1700240,094,8 あおぞら調剤薬局半田〒475-0841 （調基２）第120号         平成30年 4月 1日
     や半田94 店 半田市大和町１－２５ （後発調２）第590号       平成30年 4月 1日
     0569-26-6880  (0569-26-6882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1701240,096,3 プラスアルファ調剤薬〒475-0841 （調基１）第2023号        平成28年 4月 1日
     や半田96 局 半田市大和町１－３１－２パルマ （地支体）第774号         平成30年 4月 1日
     ス三愛１階 （後発調２）第591号       平成30年 4月 1日
     0569-26-5531  (0569-26-5532) （か薬）第315号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2815号          平成15年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1702240,098,9 竹内薬局 〒475-0903 （調基１）第250号         平成28年 4月 1日
     や半田98 半田市出口町１－９８－２ （後発調３）第163号       平成30年 4月 1日
     0569-21-6088  (0569-21-6127) （在薬）第2898号          平成15年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1703240,099,7 あさひ薬局半田店 〒475-0911 （調基１）第1067号        平成28年 4月 1日
     や半田99 半田市星崎町３－３９－５５ （後発調３）第94号        平成30年 4月 1日
     0569-24-5355  (0569-24-5355) （在薬）第2899号          平成15年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1704240,101,1 ワタギ薬局 〒475-0827 （調基１）第1068号        平成28年 4月 1日
     や半田101 半田市港本町３－５１ （在薬）第2936号          平成16年 1月 1日
     0569-21-0217  (0569-21-0548)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1705240,102,9 おおやち調剤薬局 〒475-0006 （調基１）第2024号        平成28年 4月 1日
     や半田102 半田市南大矢知町３－１０６－５ （地支体）第624号         平成30年 4月 1日
     0569-20-1360  (0569-20-1361) （後発調１）第474号       平成30年 4月 1日
     （在調）第627号           平成28年 1月 1日
     （か薬）第1229号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3096号          平成16年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1706240,103,7 かりやど調剤薬局 〒475-0918 （調基１）第1069号        平成28年 4月 1日
     や半田103 半田市雁宿町３－２００－１３ （後発調１）第546号       平成30年 4月 1日
     0569-32-3385  (0569-32-3386) （在薬）第3143号          平成16年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1707240,104,5 リーフ調剤薬局乙川店〒475-0054 （調基１）第2025号        平成28年 4月 1日
     や半田104 半田市乙川町３０－１ （後発調３）第460号       平成30年 4月 1日
     0569-32-1666  (0569-32-1668) （在薬）第3196号          平成17年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1708240,106,0 やなべ薬局 〒475-0961 （調基１）第50号          平成28年 4月 1日
     や半田106 半田市岩滑中町４－１２７ （後発調１）第126号       平成30年 4月 1日
     0569-24-9035  (0569-24-9036) （か薬）第1469号          平成28年 5月23日
     （在薬）第3230号          平成17年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1709240,107,8 みずほ薬局 〒475-0828 （調基１）第1070号        平成28年 4月 1日
     や半田107 半田市瑞穂町８－１３－１１ （後発調２）第592号       平成30年 4月 1日
     0569-22-9515  (0569-22-9514) （か薬）第316号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3340号          平成17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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  196

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1710240,108,6 有脇調剤薬局 〒475-0017 （調基１）第2026号        平成28年 4月 1日
     や半田108 半田市有脇町１３－５８－１ （地支体）第307号         平成30年 4月 1日
     0569-20-0757  (0569-20-0758) （後発調１）第324号       平成30年 4月 1日
     （在調）第141号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第1065号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3386号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1711240,111,0 ポエム調剤薬局 〒475-0014 （調基１）第2027号        平成28年 4月 1日
     や半田111 半田市一本木町１－９－２ （地支体）第775号         平成30年 4月 1日
     0569-29-6664  (0569-29-6669) （後発調３）第461号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1066号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3466号          平成18年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1712240,112,8 リーフ調剤薬局住吉店〒475-0902 （調基１）第2028号        平成28年 4月 1日
     や半田112 半田市宮路町１５１－３４ （後発調３）第466号       平成30年 4月 1日
     0569-21-2266  (0569-21-2296) （在薬）第3634号          平成19年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1713240,113,6 わかば調剤薬局 〒475-0857 （調基１）第251号         平成28年 4月 1日
     や半田113 半田市広小路町１５２－１５ （地支体）第308号         平成30年 4月 1日
     0569-31-0330  (0569-31-0330) （後発調１）第325号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2005号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第3487号          平成18年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1714240,117,7 カシワヤ薬局住吉町店〒475-0862 （調基１）第2029号        平成28年 4月 1日
     や半田117 半田市住吉町３－１３９－２ （地支体）第309号         平成30年 4月 1日
     0569-25-7344  (0569-25-7345) （後発調２）第396号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2173号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第3656号          平成19年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1715240,118,5 すずらん薬局 〒475-0856 （調基１）第1071号        平成28年 4月 1日
     や半田118 半田市更生町１－１２２－３ （後発調１）第475号       平成30年 4月 1日
     0569-32-8890  (0569-32-8891) （在薬）第3674号          平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1716240,119,3 みずほ薬局駅前店 〒475-0857 （調基１）第1072号        平成28年 4月 1日
     や半田119 半田市広小路町１５４－１センチ （地支体）第625号         平成30年 4月 1日
     ュリービル１階 （後発調３）第294号       平成30年 4月 1日
     0569-26-0567  (0569-26-0577) （か薬）第704号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3741号          平成20年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1717240,120,1 しょうなん調剤薬局　〒475-0855 （調基１）第2752号        平成28年10月 3日
     や半田120 半田店 半田市中町２－３５ （後発調２）第593号       平成30年 4月 1日
     0569-23-4999  (0569-23-4998) （か薬）第1694号          平成28年10月 3日
     （在薬）第5789号          平成28年10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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  197

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1718240,123,5 スギ薬局　中町店 〒475-0855 （調基１）第2448号        平成28年 4月 1日
     や半田123 半田市中町４－４０ （地支体）第420号         平成30年 4月 1日
     0569-23-4836  (0569-23-4867) （在調）第1180号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第961号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3949号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1719240,124,3 スギ薬局　岩滑店 〒475-0961 （調基１）第2449号        平成28年 4月 1日
     や半田124 半田市岩滑中町１－５１ （後発調１）第623号       平成30年 4月 1日
     0569-24-1221  (0569-24-1222) （在調）第360号           平成26年 4月 1日
     （在薬）第3950号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1720240,125,0 スギ薬局　青山店 〒475-0836 （調基１）第2450号        平成28年 4月 1日
     や半田125 半田市青山４－１－４ （地支体）第421号         平成30年 4月 1日
     0569-32-2011  (0569-26-3731) （薬菌）第103号           平成25年 8月 1日
     （在調）第361号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第963号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3951号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1721240,126,8 スギ薬局　上池店 〒475-0015 （調基１）第2451号        平成28年 4月 1日
     や半田126 半田市大高町２－３５－１ （後発調１）第624号       平成30年 4月 1日
     0569-20-0281  (0569-29-5399) （在薬）第3952号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1722240,127,6 えむわん薬局　半田青〒475-0931 （調基２）第28号          平成30年 4月 1日
     や半田127 山店 半田市新宮町３－２３０－２ （在薬）第4123号          平成21年 1月 1日
     0569-84-1431  (0569-84-1432)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1723240,129,2 スギ薬局　清城店 〒475-0917 （調基１）第2452号        平成28年 4月 1日
     や半田129 半田市清城町３－５－２ （在薬）第4248号          平成21年 8月 1日
     0569-32-3391  (0569-22-0181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1724240,130,0 清城クローバー薬局 〒475-0917 （調基１）第1075号        平成28年 4月 1日
     や半田130 半田市清城町２－６－２１ （地支体）第189号         平成30年 4月 1日
     0569-89-6851  (0569-89-6852) （後発調１）第233号       平成30年 4月 1日
     （在調）第658号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第705号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4381号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1725240,132,6 乙川調剤薬局 〒475-0087 （調基２）第98号          平成30年 4月 1日
     や半田132 半田市大池町４丁目７街区１画地 （後発調３）第295号       平成30年 4月 1日
     0569-89-8871  (0569-89-8872) （薬菌）第110号           平成26年 4月 1日
     （在調）第355号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第321号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4490号          平成22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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  198

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1726240,133,4 カシワヤ薬局花園町店〒475-0833 （調基１）第2030号        平成28年 4月 1日
     や半田133 半田市花園町３－３－１５ （地支体）第310号         平成30年 4月 1日
     0569-89-9880  (0569-89-9881) （後発調２）第397号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2099号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第4546号          平成23年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1727240,135,9 さくら薬局半田星崎店〒475-0911 （調基３ロ）第193号       平成30年 4月 1日
     や半田135 半田市星崎町３－４６－５ （後発調２）第398号       平成30年 4月 1日
     0569-89-2011  (0569-89-2012) （か薬）第1928号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第4736号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1728240,136,7 ほしざき薬局 〒475-0911 （調基２）第29号          平成30年 4月 1日
     や半田136 半田市星崎町３－３９－４３ツヅ （後発調２）第139号       平成30年 4月 1日
     キビル１階 （在薬）第5486号          平成27年 8月 1日
     0569-89-2801  (0569-89-2802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1729240,137,5 トーカイ薬局半田店 〒475-0081 （調基１）第2032号        平成28年 4月 1日
     や半田137 半田市平地町３－７７－４ （後発調２）第399号       平成30年 4月 1日
     0569-28-1723  (0569-28-1733) （在薬）第4774号          平成24年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1730240,138,3 ひだまり調剤薬局　半〒475-0842 （調基１）第1077号        平成28年 4月 1日
     や半田138 田店 半田市郷中町２－３０－３ （後発調３）第164号       平成30年 4月 1日
     0569-47-7880  (0569-47-7881) （在薬）第4956号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1731240,139,1 Ｚｉｐファーマシー白〒475-0836 （調基３ロ）第194号       平成30年 4月 1日
     や半田139 沢青山薬局 半田市青山町２－２２－３ （後発調１）第547号       平成30年 4月 1日
     0569-24-1113  (0569-24-1121) （か薬）第706号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5000号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1732240,140,9 青山調剤薬局 〒475-0836 （調基１）第2033号        平成28年 4月 1日
     や半田140 半田市青山１－１２－６森ビルⅡ （在薬）第5157号          平成26年 2月 1日
     １階２
     0569-89-0505  (0569-89-0506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1733240,141,7 ときわ調剤薬局 〒475-0029 （調基１）第1078号        平成28年 4月 1日
     や半田141 半田市亀崎常盤町３－１２１－６ （地支体）第776号         平成30年 4月 1日
     0569-47-8100  (0569-47-8101) （後発調２）第594号       平成30年 4月 1日
     （在調）第600号           平成27年11月 1日
     （か薬）第707号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5201号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1734240,142,5 大池調剤薬局 〒475-0087 （調基１）第2034号        平成28年 4月 1日
     や半田142 半田市大池町１－３６ （地支体）第723号         平成30年 4月 1日
     0569-47-8931  (0569-47-8932) （か薬）第2006号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第5269号          平成26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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  199

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1735240,143,3 まるえい調剤薬局　半〒475-0856 （調基１）第1079号        平成28年 4月 1日
     や半田143 田店 半田市更生町２－１５０－１５ （か薬）第2154号          平成29年 9月 1日
     0569-89-2222  (0569-89-2255) （在薬）第5268号          平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1736240,145,8 ウエルシア薬局半田東〒475-0828 （調基１）第1080号        平成28年 4月 1日
     や半田145 洋町店 半田市瑞穂町９－１－１ （後発調２）第400号       平成30年 4月 1日
     0569-25-1287  (0569-25-1288) （在薬）第5321号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1737240,146,6 かみいけ調剤薬局 〒475-0015 （調基１）第1081号        平成28年 4月 1日
     や半田146 半田市大高町２－３７ （地支体）第626号         平成30年 4月 1日
     0569-47-6660  (0569-47-6661) （後発調２）第595号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第222号           平成27年10月 1日
     （か薬）第2149号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第5424号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1738240,147,4 のどか薬局 〒475-0977 （調基１）第1082号        平成28年 4月 1日
     や半田147 半田市吉田町３－１００－３ （地支体）第627号         平成30年 4月 1日
     0569-47-9084  (0569-47-9085) （後発調３）第296号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1807号          平成29年 1月 1日
     （在薬）第5627号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1739240,148,2 そよかぜ薬局　半田店〒475-0925 （調基１）第2649号        平成28年 6月 1日
     や半田148 半田市宮本町５－３３１－３
     0569-47-9151  (0569-47-9152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1740240,150,8 なかまち調剤薬局 〒475-0855 （調基１）第2680号        平成28年 8月 1日
     や半田150 半田市中町４－２０ （在調）第842号           平成28年 8月 1日
     0569-89-7851  (0569-89-7852) （在薬）第5710号          平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1741240,151,6 よこがわ調剤薬局 〒475-0071 （調基１）第2681号        平成28年 9月 1日
     や半田151 半田市大伝根町１－５－１７ （後発調１）第491号       平成30年 4月 1日
     0569-47-6500  (0569-47-6600) （在薬）第5733号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1742240,152,4 スギ薬局　乙川店 〒475-0061 （調基１）第2711号        平成28年10月 1日
     や半田152 半田市一ノ草町２０４－３ （後発調２）第470号       平成30年 4月 1日
     0569-47-8872  (0569-47-8873) （在薬）第5734号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1743240,153,2 ファーマライズ薬局　〒475-0871 （調基１）第2712号        平成28年 9月 1日
     や半田153 半田本町店 半田市本町７－２２ （調基３イ）第145号       平成30年 4月 1日
     0569-25-6880  (0569-25-6877) （か薬）第2216号          平成29年10月 1日
     （在薬）第5735号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1744240,154,0 スギ薬局　有楽店 〒475-0837 （調基１）第2816号        平成29年 3月 1日
     や半田154 半田市有楽町７－１３６ （後発調２）第471号       平成30年 4月 1日
     0569-23-6318  (0569-23-6319) （在薬）第5864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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  200

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1745240,155,7 はるか調剤薬局 〒475-0085 （調基１）第3186号        平成30年 5月 1日
     や半田155 半田市小神町１３ （在薬）第6147号          平成30年 5月 1日
     0569-89-8501  (0569-89-8502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1746250,014,3 合資会社厚生堂薬局 〒486-0809 （調基１）第1083号        平成28年 4月 1日
     や春日井14 春日井市町屋町３８５８ （在薬）第54号            平成 6年10月 1日
     0568-81-3053  (0568-56-4494)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1747250,030,9 有限会社山善薬局 〒486-0807 （調基１）第1084号        平成28年 4月 1日
     や春日井30 春日井市大手町１０３８ー３ （在薬）第44号            平成 6年10月 1日
     0568-31-6463  (0568-31-6463)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1748250,064,8 不二ケ丘ドラッグスト〒487-0023 （調基１）第1085号        平成28年 4月 1日
     や春日井64 アー 春日井市不二ガ丘２－１１６－２ （在薬）第332号           平成 6年11月 1日
     0568-51-5830  (0568-51-5147)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1749250,065,5 岩田薬局 〒486-0901 （調基１）第2036号        平成28年 4月 1日
     や春日井65 春日井市牛山町１７５９－８１ （在薬）第333号           平成 6年11月 1日
     0568-32-3180  (0568-32-3180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1750250,071,3 有限会社オーツカ薬局〒486-0969 （調基１）第2037号        平成28年 4月 1日
     や春日井71 春日井市味美白山町２－１１－２ （在薬）第2530号          平成14年 5月 1日
     ８
     0568-31-2928  (0568-34-0697)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1751250,087,9 いちかわ薬局 〒486-0825 （調基１）第1086号        平成28年 4月 1日
     や春日井87 春日井市中央通１－９３ （在薬）第1407号          平成 9年 8月 1日
     0568-84-3169  (0568-84-9666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1752250,100,0 堀内薬局 〒487-0013 （調基１）第1088号        平成28年 4月 1日
     や春日井100 春日井市高蔵寺町４－６－８ （在薬）第326号           平成 6年11月 1日
     0568-51-0148  (0568-51-0148)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1753250,104,2 エンゼル薬局 〒486-0929 （調基１）第374号         平成28年 4月 1日
     や春日井104 春日井市旭町１－１８ （地支体）第190号         平成30年 4月 1日
     0568-31-7050  (0568-31-7050) （後発調２）第238号       平成30年 4月 1日
     （在調）第54号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第708号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2317号          平成13年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1754250,106,7 キトウ薬局 〒486-0817 （調基１）第1089号        平成28年 4月 1日
     や春日井106 春日井市東野町４－１１－５ （地支体）第76号          平成30年 4月 1日
     0568-83-8636  (0568-84-9945) （後発調２）第81号        平成30年 4月 1日
     （在調）第325号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第51号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第348号           平成 6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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  201

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1755250,109,1 中日薬局坂下店 〒480-0305 （調基１）第2038号        平成28年 4月 1日
     や春日井109 春日井市坂下町５－１２１５－１ （地支体）第191号         平成30年 4月 1日
     ７８ （在調）第143号           平成24年 4月 1日
     0568-88-0988  (0568-88-0932) （か薬）第709号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第350号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1756250,120,8 出川薬局 〒487-0023 （調基１）第1091号        平成28年 4月 1日
     や春日井120 春日井市不二ガ丘１－１７ （後発調１）第31号        平成30年 4月 1日
     0568-51-1158  (0568-51-9767) （か薬）第1929号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第353号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1757250,131,5 タカダファーマシー 〒486-0947 （調基１）第1092号        平成28年 4月 1日
     や春日井131 春日井市知多町２－８ （在薬）第1217号          平成 8年 4月 1日
     0568-33-7830  (0568-33-1643)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1758250,132,3 Ｖ・ｄｒｕｇ　春日井〒486-0846 （調基１）第1093号        平成28年 4月 1日
     や春日井132 朝宮薬局 春日井市朝宮町２ー１８ー２ （地支体）第361号         平成30年 4月 1日
     0568-34-6565  (0568-34-6562) （在調）第18号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第2374号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第1288号          平成 8年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1759250,135,6 ヒカリ薬局 〒487-0033 （調基１）第2040号        平成28年 4月 1日
     や春日井135 春日井市岩成台１０－３－１９ （在薬）第1270号          平成 8年10月 1日
     0568-92-7004  (0568-92-7017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1760250,139,8 有限会社長谷川薬局 〒486-0807 （調基１）第1094号        平成28年 4月 1日
     や春日井139 春日井市大手町２－８－６ （後発調３）第52号        平成30年 4月 1日
     0568-84-4547  (0568-84-4547) （在調）第145号           平成24年 4月 1日
     （在薬）第331号           平成 8年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1761250,140,6 勝川薬局朝宮店 〒486-0846 （調基１）第2041号        平成28年 4月 1日
     や春日井140 春日井市朝宮町２－１４－６ （地支体）第724号         平成30年 4月 1日
     0568-31-3592  (0568-31-1463) （後発調３）第462号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第99号            平成25年 5月 1日
     （在調）第7号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第323号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2537号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1762250,144,8 佐合薬局 〒486-0842 （調基１）第252号         平成28年 4月 1日
     や春日井144 春日井市六軒屋町４－２５　六軒 （後発調１）第333号       平成30年 4月 1日
     屋ハイツ１階 （在薬）第2412号          平成14年 3月 1日
     0568-83-0213  (0568-83-0413)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  202

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1763250,145,5 三聖堂薬局あじよし店〒486-0958 （調基１）第2042号        平成28年 4月 1日
     や春日井145 春日井市西本町１－８－５ （調基３ロ）第195号       平成30年 4月 1日
     0568-36-4478  (0568-36-4479) （後発調３）第297号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2161号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第1355号          平成 9年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1764250,146,3 ホーエイ薬局白山店 〒487-0034 （調基１）第6号           平成28年 4月 1日
     や春日井146 春日井市白山町５－２１－５
     0568-51-2315  (0568-51-2315)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1765250,149,7 グリーン薬局 〒486-0846 （調基１）第1095号        平成28年 4月 1日
     や春日井149 春日井市朝宮町１－１１－１８ （地支体）第501号         平成30年 4月 1日
     0568-56-9140  (0568-56-9141) （後発調２）第342号       平成30年 4月 1日
     （在調）第146号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第712号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1457号          平成 9年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1766250,150,5 ハーブ薬局 〒486-0928 （調基１）第1096号        平成28年 4月 1日
     や春日井150 春日井市妙慶町１６４ （地支体）第311号         平成30年 4月 1日
     0568-35-1870  (0568-35-1871) （後発調１）第335号       平成30年 4月 1日
     （在調）第34号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第1068号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2884号          平成15年 9月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1767250,152,1 みどり薬局大手店 〒486-0807 （調基１）第376号         平成28年 4月 1日
     や春日井152 春日井市大手町３－１－２４ （後発調２）第140号       平成30年 4月 1日
     0568-82-1521  (0568-82-1525) （在薬）第1600号          平成10年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1768250,154,7 バーディー薬局 〒487-0034 （調基２）第30号          平成30年 4月 1日
     や春日井154 春日井市白山町５－２－１１ （後発調２）第141号       平成30年 4月 1日
     0568-53-0350  (0568-53-0351) （在薬）第1788号          平成11年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1769250,155,4 あしたば調剤薬局 〒487-0006 （調基１）第1097号        平成28年 4月 1日
     や春日井155 春日井市石尾台５－８－７ （地支体）第77号          平成30年 4月 1日
     0568-91-0070  (0568-91-0174) （後発調２）第142号       平成30年 4月 1日
     （在調）第147号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第169号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1790号          平成11年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1770250,156,2 瞳薬局 〒486-0809 （調基１）第377号         平成28年 4月 1日
     や春日井156 春日井市町屋町１－４６ （後発調３）第95号        平成30年 4月 1日
     0568-84-9933  (0568-84-9943) （在薬）第2436号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1771250,157,0 有限会社アサヒ薬局春〒487-0021 （調基１）第1098号        平成28年 4月 1日
     や春日井157 日井店 春日井市東神明町薬師前４４４－ （か薬）第170号           平成28年 4月 1日
     ２ （在薬）第1854号          平成11年 5月 1日
     0568-52-2540  (0568-52-2538)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  203

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1772250,158,8 清祥薬局 〒486-0824 （調基１）第1099号        平成28年 4月 1日
     や春日井158 春日井市割塚町１５６ （地支体）第362号         平成30年 4月 1日
     0568-87-5115  (0568-87-5112) （か薬）第713号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3015号          平成16年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1773250,159,6 わかくさ薬局 〒486-0914 （調基１）第1100号        平成28年 4月 1日
     や春日井159 春日井市若草通１－２７－１ （在調）第148号           平成24年 4月 1日
     0568-34-2761  (0568-34-2767) （在薬）第3034号          平成16年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1774250,161,2 飯田薬局 〒486-0914 （調基１）第1101号        平成28年 4月 1日
     や春日井161 春日井市若草通１－１０－１ （地支体）第312号         平成30年 4月 1日
     0568-35-4560  (0568-31-2126) （後発調２）第401号       平成30年 4月 1日
     （在調）第35号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第324号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1997号          平成12年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1775250,162,0 有限会社きんとき堂薬〒486-0958 （調基１）第1102号        平成28年 4月 1日
     や春日井162 局 春日井市西本町１－１６－１ （地支体）第628号         平成30年 4月 1日
     0568-31-9729  (0568-31-9729) （在調）第206号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第1930号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第2013号          平成12年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1776250,163,8 調剤薬局バード 〒487-0034 （調基１）第1103号        平成28年 4月 1日
     や春日井163 春日井市白山町３－７－７ （在薬）第2538号          平成14年 5月 1日
     0568-53-2888  (0568-53-2889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1777250,164,6 いずみ薬局春日井店 〒486-0928 （調基１）第1104号        平成28年 4月 1日
     や春日井164 春日井市妙慶町３－２２－２ （在調）第933号           平成29年 2月 1日
     0568-35-2801  (0568-35-2802) （か薬）第1139号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2539号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1778250,165,3 グリーン森薬局 〒486-0833 （調基１）第2600号        平成28年 4月 1日
     や春日井165 春日井市上条町２－１６２駅南ハ （地支体）第502号         平成30年 4月 1日
     イツ１階 （後発調３）第401号       平成30年 4月 1日
     0568-85-8480  (0568-87-7772) （薬菌）第5号             平成13年 1月 1日
     （在調）第150号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第714号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2050号          平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1779250,167,9 ハロー薬局春日井西店〒486-0911 （調基１）第2044号        平成28年 4月 1日
     や春日井167 春日井市西高山町１ー７ー１６ （調基３ロ）第70号        平成30年 4月 1日
     0568-35-4411  (0568-35-4412) （在調）第794号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第2540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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  204

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1780250,168,7 ハロー薬局春日井北店〒486-0803 （調基１）第2019号        平成28年 4月 1日
     や春日井168 春日井市西山町３－１５－５ （調基３ロ）第71号        平成30年 4月 1日
     0568-86-3330  (0568-86-3331) （後発調１）第234号       平成30年 4月 1日
     （在調）第719号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2150号          平成12年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1781250,174,5 なかよし調剤薬局 〒486-0943 （調基１）第253号         平成28年 4月 1日
     や春日井174 春日井市角崎町８－４メゾン一生 （地支体）第313号         平成30年 4月 1日
     勝川１階 （後発調１）第326号       平成30年 4月 1日
     0568-35-5877  (0568-35-5878) （在調）第832号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第716号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2279号          平成13年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1782250,177,8 みゆきファーマシー 〒486-0837 （調基１）第1105号        平成28年 4月 1日
     や春日井177 春日井市春見町５２－９シティイ （地支体）第314号         平成30年 4月 1日
     トウ１階 （後発調３）第358号       平成30年 4月 1日
     0568-89-1190  (0568-89-1191) （か薬）第325号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2302号          平成13年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1783250,179,4 しょうなん調剤薬局　〒487-0033 （調基１）第1106号        平成28年 4月 1日
     や春日井179 高蔵寺店 春日井市岩成台５－２－１１ （在調）第298号           平成25年10月 2日
     0568-94-5671  (0568-94-5672) （在薬）第5141号          平成25年10月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1784250,181,0 Ｖ・ｄｒｕｇ　春日井〒486-0911 （調基１）第1107号        平成28年 4月 1日
     や春日井181 西薬局 春日井市西高山町２－２－９ （後発調１）第127号       平成30年 4月 1日
     0568-34-8264  (0568-34-8120) （在調）第334号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第2441号          平成30年 5月 1日
     （在薬）第2666号          平成14年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1785250,182,8 シナモン薬局 〒486-0903 （調基１）第2045号        平成28年 4月 1日
     や春日井182 春日井市前並町１－４－１７ （地支体）第265号         平成30年 4月 1日
     0568-35-7190  (0568-35-7191) （在調）第979号           平成29年 5月 1日
     （か薬）第718号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2355号          平成13年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1786250,183,6 ひまわり調剤薬局 〒486-0803 （調基１）第1108号        平成28年 4月 1日
     や春日井183 春日井市西山町３－１－５ （後発調１）第128号       平成30年 4月 1日
     0568-89-7505  (0568-89-7507) （在薬）第4382号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1787250,185,1 エイラクヤドラッグ 〒486-0836 （調基１）第180号         平成28年 4月 1日
     や春日井185 春日井市八事町２－１３４－７ （地支体）第315号         平成30年 4月 1日
     0568-83-1616  (0568-83-1616) （か薬）第719号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2380号          平成13年11月28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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  205

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1788250,188,5 めいてつ調剤薬局春日〒486-0804 （調基１）第1109号        平成28年 4月 1日
     や春日井188 井店 春日井市鷹来町１－９－１０ （在調）第666号           平成28年 4月 1日
     0568-87-7660  (0568-87-7670) （か薬）第720号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2613号          平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1789250,189,3 ひまわり調剤薬局 〒486-0846 （調基１）第1110号        平成28年 4月 1日
     や春日井189 春日井市朝宮町１－２－２２ （後発調１）第129号       平成30年 4月 1日
     0568-36-0458  (0568-36-0770) （在薬）第4383号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1790250,192,7 あさひが丘薬局勝川店〒486-0945 （調基１）第1111号        平成28年 4月 1日
     や春日井192 春日井市勝川町８－１３ （地支体）第777号         平成30年 4月 1日
     0568-36-3333  (0568-36-3636) （後発調２）第656号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第223号           平成27年11月 1日
     （在調）第153号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第721号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2848号          平成15年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1791250,194,3 らいおん薬局 〒486-0913 （調基１）第2046号        平成28年 4月 1日
     や春日井194 春日井市柏原町５－８９ （地支体）第192号         平成30年 4月 1日
     0568-56-6708  (050-1174-6708) （後発調３）第165号       平成30年 4月 1日
     （在調）第8号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第99号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第2685号          平成14年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1792250,195,0 カジタ薬局 〒486-0822 （調基１）第1112号        平成28年 4月 1日
     や春日井195 春日井市熊野町６２９ （後発調２）第25号        平成30年 4月 1日
     0568-81-6255  (0568-81-6255) （在薬）第2729号          平成14年12月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1793250,196,8 青空薬局下市場店 〒486-0852 （調基１）第63号          平成28年 4月 1日
     や春日井196 春日井市下市場町６－８－６ （地支体）第316号         平成30年 4月 1日
     0568-56-8931  (0568-56-8800) （後発調３）第359号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第16号            平成15年 8月 1日
     （か薬）第722号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2740号          平成15年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1794250,197,6 中新調剤薬局 〒486-0956 （調基１）第1113号        平成28年 4月 1日
     や春日井197 春日井市中新町２－１７－１７ （地支体）第266号         平成30年 4月 1日
     0568-35-2651  (0568-35-2652) （後発調３）第410号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第327号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2768号          平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1795250,198,4 アリーナ薬局中央台店〒487-0011 （調基１）第1114号        平成28年 4月 1日
     や春日井198 春日井市中央台２－３－２　２２ （地支体）第820号         平成30年 4月 1日
     ８棟１階 （後発調２）第596号       平成30年 4月 1日
     0568-92-5111  (0568-92-5126) （か薬）第1234号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2900号          平成15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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  206

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1796250,200,8 みどり薬局東野店 〒486-0817 （調基１）第254号         平成28年 4月 1日
     や春日井200 春日井市東野町１－１２－１４ （後発調２）第402号       平成30年 4月 1日
     0568-87-3353  (0568-87-3354) （在薬）第2901号          平成15年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1797250,201,6 のぞみ調剤薬局 〒486-0853 （調基１）第255号         平成28年 4月 1日
     や春日井201 春日井市穴橋町２－１２－１０ （地支体）第629号         平成30年 4月 1日
     0568-89-8530  (0568-89-8531) （か薬）第2190号          平成29年10月 1日
     （在薬）第3360号          平成18年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1798250,202,4 桃太郎薬局 〒486-0849 （調基１）第1115号        平成28年 4月 1日
     や春日井202 春日井市八田町２－２８－１１ （後発調２）第143号       平成30年 4月 1日
     0568-82-4291  (0568-82-1530) （在薬）第2937号          平成16年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1799250,209,9 有限会社ウシヤマ東陽〒486-0901 （調基１）第2047号        平成28年 4月 1日
     や春日井209 堂薬局 春日井市牛山町１１９４－４ （地支体）第630号         平成30年 4月 1日
     0568-31-9151  (0568-33-1851) （後発調１）第476号       平成30年 4月 1日
     （在調）第233号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第723号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3097号          平成16年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1800250,211,5 ハロー薬局春日井東野〒486-0817 （調基３ロ）第72号        平成30年 4月 1日
     や春日井211 店 春日井市東野町３－１５－１ （在調）第1069号          平成29年11月 1日
     0568-56-9381  (0568-56-9382) （か薬）第1931号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第3144号          平成16年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1801250,214,9 ななみ調剤薬局 〒487-0016 （調基１）第162号         平成28年 4月 1日
     や春日井214 春日井市高蔵寺町北１－２０８ （後発調３）第53号        平成30年 4月 1日
     0568-53-1773  (0568-53-2773) （在薬）第3177号          平成17年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1802250,215,6 こうぞうじ調剤薬局 〒487-0016 （調基２）第9号           平成30年 4月 1日
     や春日井215 春日井市高蔵寺町北２－１６ （後発調３）第54号        平成30年 4月 1日
     0568-52-2524  (0568-52-2527) （在薬）第3197号          平成17年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1803250,222,2 サエラ薬局勝川駅前店〒486-0931 （調基１）第2049号        平成28年 4月 1日
     や春日井222 春日井市松新町１－３ルネッサン （地支体）第821号         平成30年 4月 1日
     スシティ勝川一番街３階 （後発調２）第597号       平成30年 4月 1日
     0568-35-6888  (0568-35-6889) （在調）第279号           平成25年 6月 1日
     （か薬）第328号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3350号          平成18年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1804250,223,0 いずみ薬局上条店 〒486-0833 （調基１）第1116号        平成28年 4月 1日
     や春日井223 春日井市上条町１－１４６第３栄 （在調）第55号            平成24年 4月 1日
     林ビル１階 （か薬）第1236号          平成28年 4月 1日
     0568-85-5551  (0568-89-1302) （在薬）第3361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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  207

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1805250,224,8 キョーワ薬局　春日井〒486-0926 （調基１）第2855号        平成29年 4月 1日
     や春日井224 店 春日井市小野町２－８２ （調基３イ）第146号       平成30年 4月 1日
     0568-35-5677  (0568-35-5678) （在調）第833号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第3427号          平成18年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1806250,225,5 さかした調剤薬局 〒480-0305 （調基１）第2050号        平成28年 4月 1日
     や春日井225 春日井市坂下町１－１５５４－１ （地支体）第78号          平成30年 4月 1日
     0568-88-6351  (0568-88-6352) （後発調３）第51号        平成30年 4月 1日
     （か薬）第1370号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3467号          平成18年 7月24日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1807250,232,1 コスモス調剤薬局春見〒486-0837 （調基１）第1117号        平成28年 4月 1日
     や春日井232 店 春日井市春見町４７－２ （後発調２）第26号        平成30年 4月 1日
     0568-84-8931  (0568-84-8932) （在薬）第3710号          平成20年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1808250,233,9 ハーブ調剤薬局春日井〒486-0913 （調基１）第1118号        平成28年 4月 1日
     や春日井233 店 春日井市柏原町３－２６１ （地支体）第822号         平成30年 4月 1日
     0568-85-8289  (0568-48-0028) （後発調１）第548号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第171号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3724号          平成20年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1809250,234,7 コスモス調剤薬局高蔵〒487-0021 （調基１）第2856号        平成29年 4月 1日
     や春日井234 寺店 春日井市東神明町１－５－４ （調基３イ）第20号        平成30年 4月 1日
     0568-53-0521  (0568-53-0522) （か薬）第2209号          平成29年10月 1日
     （在薬）第3762号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1810250,237,0 マイタウン薬局勝川店〒486-0926 （調基１）第1119号        平成28年 4月 1日
     や春日井237 春日井市小野町５－８９－１４ （地支体）第317号         平成30年 4月 1日
     0568-85-8794  (0568-85-8795) （後発調３）第360号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1808号          平成29年 1月 1日
     （在薬）第3855号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1811250,238,8 スギ薬局　岩成台店 〒487-0033 （調基１）第2453号        平成28年 4月 1日
     や春日井238 春日井市岩成台５－２－７ （後発調１）第713号       平成30年 5月 1日
     0568-94-7510  (0568-94-7515) （在調）第720号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3953号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1812250,239,6 スギ薬局　大手店 〒486-0807 （調基１）第2454号        平成28年 4月 1日
     や春日井239 春日井市大手町３－２１－６ （地支体）第422号         平成30年 4月 1日
     0568-87-7113  (0568-87-7115) （後発調３）第463号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第965号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3954号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1813250,240,4 スギ薬局　東野店 〒486-0818 （調基１）第2455号        平成28年 4月 1日
     や春日井240 春日井市東野町西３－４－１０ （後発調２）第472号       平成30年 4月 1日
     0568-86-1835  (0568-81-3266) （在薬）第3955号          平成20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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  208

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1814250,241,2 スギ薬局　六軒屋店 〒486-0842 （調基１）第2456号        平成28年 4月 1日
     や春日井241 春日井市六軒屋町５－２２ （後発調１）第625号       平成30年 4月 1日
     0568-89-8561  (0568-56-3221) （在調）第370号           平成26年 4月 1日
     （在薬）第3956号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1815250,243,8 スギ薬局　篠木店 〒486-0851 （調基１）第2457号        平成28年 4月 1日
     や春日井243 春日井市篠木町７－４５－２３ （後発調２）第473号       平成30年 4月 1日
     0568-89-0581  (0568-89-0584) （薬菌）第232号           平成28年 2月 1日
     （在調）第367号           平成26年 4月 1日
     （在薬）第4067号          平成20年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1816250,244,6 すずらん薬局 〒486-0968 （調基１）第1120号        平成28年 4月 1日
     や春日井244 春日井市味美町３－７８ （後発調２）第239号       平成30年 4月 1日
     0568-36-8688  (0568-36-8606) （在薬）第4179号          平成21年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1817250,246,1 トーカイ薬局　在宅調〒487-0011 （調基１）第2053号        平成28年 4月 1日
     や春日井246 剤センター 春日井市中央台７－９－２（１階 （後発調１）第327号       平成30年 4月 1日
     ） （在調）第27号            平成24年 4月 1日
     0568-91-3455  (0568-91-3465) （在薬）第4165号          平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1818250,247,9 伊藤薬局 〒486-0842 （調基１）第1121号        平成28年 4月 1日
     や春日井247 春日井市六軒屋町１－２５ （在薬）第4193号          平成21年 5月 1日
     0568-81-0369  (0568-81-0369)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1819250,248,7 スギ薬局　味美店 〒486-0955 （調基１）第2458号        平成28年 4月 1日
     や春日井248 春日井市二子町２－３－１５ （後発調２）第474号       平成30年 4月 1日
     0568-36-8550  (0568-32-7151) （薬菌）第271号           平成29年10月 1日
     （在調）第369号           平成26年 4月 1日
     （在薬）第4194号          平成21年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1820250,249,5 クローバー調剤薬局 〒486-0805 （調基１）第256号         平成28年 4月 1日
     や春日井249 春日井市岩野町２－６－１３ （地支体）第193号         平成30年 4月 1日
     0568-86-0088  (0568-86-0077) （在調）第1156号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第728号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4343号          平成22年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1821250,250,3 コスモス調剤薬局勝川〒486-0918 （調基１）第1122号        平成28年 4月 1日
     や春日井250 北店 春日井市如意申町７－１２－１１ （調基３イ）第21号        平成30年 4月 1日
     シティハイツハピネス１階　１０ （在薬）第4384号          平成22年 4月 1日
     ３号
     0568-35-5601  (0568-35-5602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1822250,251,1 コスモス調剤薬局春日〒486-0824 （調基１）第1123号        平成28年 4月 1日
     や春日井251 井駅前店 春日井市割塚町１５１ （調基３イ）第19号        平成30年 4月 1日
     0568-86-3361  (0568-86-3362) （後発調３）第25号        平成30年 4月 1日
     （か薬）第2206号          平成29年10月 1日
     （在薬）第4430号          平成22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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  209

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1823250,252,9 アモール薬局 〒486-0913 （調基２）第99号          平成30年 4月 1日
     や春日井252 春日井市柏原町２－１６０ （後発調１）第549号       平成30年 4月 1日
     0568-36-8555  (0568-36-8556) （在薬）第4443号          平成22年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1824250,253,7 春日井ミドリ薬局 〒486-0842 （調基１）第379号         平成28年 4月 1日
     や春日井253 春日井市六軒屋町２－８－１ （後発調１）第439号       平成30年 4月 1日
     0568-56-6789  (0568-56-6785) （在薬）第4727号          平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1825250,254,5 六神堂薬局 〒486-0957 （調基１）第2601号        平成28年 4月 1日
     や春日井254 春日井市中野町２－１４－８ （地支体）第631号         平成30年 4月 1日
     0568-35-6410  (0568-35-6490) （後発調３）第330号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1157号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第1342号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4455号          平成22年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1826250,255,2 スギ薬局　高蔵寺店 〒487-0013 （調基１）第2459号        平成28年 4月 1日
     や春日井255 春日井市高蔵寺町１－４６ （後発調２）第475号       平成30年 4月 1日
     0568-53-2733  (0568-52-5766) （在薬）第4507号          平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1827250,256,0 コスモス調剤薬局出川〒487-0025 （調基３イ）第22号        平成30年 4月 1日
     や春日井256 店 春日井市出川町８－１３－４ （後発調２）第27号        平成30年 4月 1日
     0568-53-1201  (0568-53-1202) （在薬）第4527号          平成23年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1828250,258,6 株式会社仁華堂　じん〒486-0838 （調基１）第2054号        平成28年 4月 1日
     や春日井258 薬局 春日井市弥生町２－３８－１ （後発調２）第144号       平成30年 4月 1日
     0568-87-1850  (0568-87-1851) （在薬）第4632号          平成23年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1829250,261,0 こころ調剤薬局 〒486-0927 （調基１）第2056号        平成28年 4月 1日
     や春日井261 春日井市柏井町１－９６ライフス （地支体）第778号         平成30年 4月 1日
     テージ勝川１Ａ （か薬）第729号           平成28年 4月 1日
     0568-48-0556  (0568-48-0557) （在薬）第4687号          平成23年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1830250,262,8 おおぞら薬局 〒487-0027 （調基１）第2057号        平成28年 4月 1日
     や春日井262 春日井市松本町１－３－９ （後発調１）第550号       平成30年 4月 1日
     0568-93-6806  (0568-93-6807) （か薬）第332号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1831250,263,6 イオン薬局春日井店 〒486-0927 （調基３ロ）第73号        平成30年 4月 1日
     や春日井263 春日井市柏井町４－１７イオン春 （後発調２）第241号       平成30年 4月 1日
     日井店１階 （在薬）第5067号          平成25年 9月 1日
     0568-58-8424  (0568-57-1728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1832250,265,1 しのぎ調剤薬局 〒486-0851 （調基１）第2058号        平成28年 4月 1日
     や春日井265 春日井市篠木町６－２－４ （地支体）第318号         平成30年 4月 1日
     0568-86-5400  (0568-86-5410) （後発調２）第240号       平成30年 4月 1日
     （在調）第464号           平成26年 8月 1日
     （か薬）第1317号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4797号          平成24年 8月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  210

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1833250,267,7 なすび調剤薬局 〒486-0851 （調基１）第2112号        平成28年 4月 1日
     や春日井267 春日井市篠木町２－４－１ （地支体）第846号         平成30年 4月 1日
     0568-85-1577  (0568-85-1588) （後発調１）第477号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第333号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4835号          平成24年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1834250,268,5 スギヤマ調剤薬局春日〒486-0841 （調基１）第2059号        平成28年 4月 1日
     や春日井268 井店 春日井市南下原町３－５－５ （調基３イ）第147号       平成30年 4月 1日
     0568-86-8611  (0568-86-8612) （在薬）第4836号          平成24年 8月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1835250,269,3 スギヤマ調剤薬局ケア〒486-0852 （調基１）第2060号        平成28年 4月 1日
     や春日井269 ガーデン春日井店 春日井市下市場町４－１３－１１ （調基３イ）第148号       平成30年 4月 1日
     0568-86-5411  (0568-86-5455) （薬菌）第90号            平成24年 8月21日
     （在調）第269号           平成25年 3月 1日
     （か薬）第730号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4833号          平成24年 8月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1836250,271,9 トミマス薬局 〒487-0025 （調基１）第1124号        平成28年 4月 1日
     や春日井271 春日井市出川町５－２６－８ （後発調２）第403号       平成30年 4月 1日
     0568-52-3100  (0568-52-3105) （在薬）第4901号          平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1837250,272,7 市民薬局 〒486-0841 （調基１）第1125号        平成28年 4月 1日
     や春日井272 春日井市西山町３－２－３ （地支体）第329号         平成30年 4月 1日
     0568-86-8110  (0568-86-8130) （在調）第721号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第731号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4936号          平成25年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1838250,273,5 Ｖ・ｄｒｕｇ　春日井〒486-0842 （調基１）第1126号        平成28年 4月 1日
     や春日井273 六軒屋薬局 春日井市六軒屋町１－１０－２ （後発調２）第145号       平成30年 4月 1日
     0568-86-5630  (0568-86-5631) （在調）第835号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第2409号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第4937号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1839250,274,3 すばる薬局二子山店 〒486-0955 （調基１）第40号          平成28年 4月 1日
     や春日井274 春日井市二子町１－８－１２ （地支体）第267号         平成30年 4月 1日
     0568-35-3980  (0568-35-3981) （か薬）第1723号          平成28年11月 1日
     （在薬）第4965号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1840250,276,8 フラワー調剤薬局　春〒486-0841 （調基１）第2061号        平成28年 4月 1日
     や春日井276 日井店 春日井市南下原町３－４－１ （地支体）第779号         平成30年 4月 1日
     0568-86-8303  (0568-86-8304) （後発調１）第626号       平成30年 4月 1日
     （在調）第773号           平成28年 5月 1日
     （か薬）第2007号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第5050号          平成25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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  211

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1841250,277,6 調剤薬局ツルハドラッ〒486-0851 （調基１）第2062号        平成28年 4月 1日
     や春日井277 グ春日井篠木店 春日井市篠木町７－１８－２２ （後発調２）第242号       平成30年 4月 1日
     0568-86-5655  (0568-86-5655) （在薬）第5082号          平成25年 8月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1842250,278,4 マイタウン薬局　春日〒486-0927 （調基１）第1127号        平成28年 4月 1日
     や春日井278 井店 春日井市柏井町３－６３－１ （後発調２）第404号       平成30年 4月 1日
     0568-41-9595  (0568-41-9596) （在薬）第5202号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1843250,279,2 キョーワ薬局　鳥居松〒486-0844 （調基３イ）第58号        平成30年 4月 1日
     や春日井279 店 春日井市鳥居松町２－３０８ （後発調３）第96号        平成30年 4月 1日
     0568-29-9381  (0568-29-9382) （在調）第756号           平成28年 5月 1日
     （か薬）第1071号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5203号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1844250,280,0 リエゾン調剤薬局 〒486-0916 （調基１）第121号         平成28年 4月 1日
     や春日井280 春日井市八光町４－８４－２ （地支体）第194号         平成30年 4月 1日
     0568-41-8261  (0568-41-8263) （後発調１）第235号       平成30年 4月 1日
     （在調）第722号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第334号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5234号          平成26年 3月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1845250,281,8 リーベ薬局 〒486-0916 （調基１）第1128号        平成28年 4月 1日
     や春日井281 春日井市八光町４－４３１階
     0568-37-0907  (0568-37-0908)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1846250,282,6 アリーナ薬局　神領店〒486-0829 （調基１）第1129号        平成28年 4月 1日
     や春日井282 春日井市堀ノ内町４－４－４ （後発調１）第551号       平成30年 4月 1日
     0568-41-8502  (0568-41-8512) （在薬）第5252号          平成26年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1847250,283,4 キョーワ薬局　春日井〒486-0947 （調基１）第1130号        平成28年 4月 1日
     や春日井283 西店 春日井市知多町３－３２－２ （調基３イ）第235号       平成30年 4月 1日
     0568-37-2891  (0568-37-2892) （後発調３）第464号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1112号          平成30年 3月 1日
     （か薬）第2117号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第5322号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1848250,284,2 キリン’Ｓ薬局 〒486-0927 （調基１）第2063号        平成28年 4月 1日
     や春日井284 春日井市柏井町３－１１９ （か薬）第2249号          平成29年11月 1日
     0568-85-1109  (0568-85-1199) （在薬）第5389号          平成27年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1849250,285,9 いちかわ薬局　二子山〒486-0955 （調基１）第1132号        平成28年 4月 1日
     や春日井285 キャッスル店 春日井市二子町１－５－８ （後発調１）第130号       平成30年 4月 1日
     0568-35-2557  (0568-35-3303) （在薬）第5390号          平成27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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  212

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1850250,287,5 藤山台薬局 〒487-0035 （調基１）第1135号        平成28年 4月 2日
     や春日井287 春日井市藤山台３－１－３３４２ （地支体）第632号         平成30年 4月 1日
     号棟１０１ （在調）第535号           平成27年 4月 1日
     0568-91-3200  (0568-91-3200) （か薬）第336号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5438号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1851250,289,1 スギ薬局　ことぶき店〒486-0831 （調基１）第2460号        平成28年 4月 1日
     や春日井289 春日井市ことぶき町８－３ （後発調２）第476号       平成30年 4月 1日
     0568-37-3751  (0568-37-3752) （在薬）第5452号          平成27年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1852250,291,7 フォレスト調剤薬局　〒486-0927 （調基１）第1131号        平成28年 4月 1日
     や春日井291 勝川店 春日井市柏井町１－８３ （在薬）第5503号          平成27年 8月 1日
     0568-32-2404  (0568-32-2242)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1853250,292,5 そよかぜ薬局　春日井〒486-0841 （調基１）第2113号        平成28年 4月 1日
     や春日井292 店 春日井市南下原町２－２－２０ （か薬）第2182号          平成29年10月 1日
     0568-29-7347  (0568-29-7348) （在薬）第5562号          平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1854250,293,3 調剤薬局ツルハドラッ〒486-0913 （調基１）第257号         平成28年 4月 1日
     や春日井293 グ春日井柏原店 春日井市柏原町２－８４ （後発調２）第243号       平成30年 4月 1日
     0568-35-7580  (0568-35-7580) （在薬）第5598号          平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1855250,294,1 しょうなん調剤薬局　〒487-0035 （調基１）第2614号        平成28年 4月 1日
     や春日井294 フジ薬局店 春日井市藤山台２－２－７ （後発調２）第28号        平成30年 4月 1日
     0568-91-3933  (0568-91-1388) （在調）第762号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第5668号          平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1856250,295,8 春日井ミドリ薬局　鳥〒486-0844 （調基１）第2713号        平成28年10月 1日
     や春日井295 居松店 春日井市鳥居松町４－６ （後発調１）第332号       平成30年 4月 1日
     0568-29-7755  (0568-29-7754) （在薬）第5736号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1857250,296,6 中日調剤薬局　勝川新〒486-0941 （調基１）第2714号        平成28年10月 1日
     や春日井296 町店 春日井市勝川新町２－１５８ （後発調３）第544号       平成30年 5月 1日
     0568-37-3771  (0568-37-3772) （か薬）第2272号          平成29年12月 1日
     （在薬）第5737号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1858250,297,4 アイセイ薬局　松河戸〒486-0932 （調基１）第2753号        平成28年10月 1日
     や春日井297 店 春日井市松河戸町３－５－１２ （調基３ロ）第196号       平成30年 4月 1日
     0568-86-3026  (0568-86-3028) （後発調１）第331号       平成30年 4月 1日
     （在調）第894号           平成28年10月 1日
     （か薬）第1695号          平成28年10月 1日
     （在薬）第5790号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1859250,298,2 スギ薬局　春日井中央〒486-0837 （調基１）第2968号        平成29年 8月 1日
     や春日井298 店 春日井市春見町１ （後発調３）第465号       平成30年 4月 1日
     0568-37-3811  (0568-37-3812) （在薬）第5944号          平成29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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  213

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1860250,300,6 クルーズ薬局　春日井〒486-0841 （調基１）第3010号        平成29年10月 1日
     や春日井299 店 春日井市南下原町４－８－１８ （調基３イ）第149号       平成30年 4月 1日
     0568-87-2050  (0568-87-2051) （後発調３）第415号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2410号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第5990号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1861250,301,4 アイセイ薬局　神領店〒486-0821 （調基１）第3029号        平成29年10月 1日
     や春日井301 春日井市神領町２－２０－２１ （後発調１）第329号       平成30年 4月 1日
     0568-82-5589  (0568-82-5031) （在調）第1056号          平成29年10月 1日
     （か薬）第2411号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第6005号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1862250,302,2 アイセイ薬局　ネオポ〒480-0304 （調基１）第3030号        平成29年10月 1日
     や春日井302 リス店 春日井市神屋町海道７１４－６、 （地支体）第334号         平成30年 4月 1日
     ７ （在調）第1057号          平成29年10月 1日
     0568-93-1220  (0568-93-1221) （か薬）第2229号          平成29年10月 1日
     （在薬）第6006号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1863250,303,0 アイセイ薬局　けやき〒486-0841 （調基１）第3031号        平成29年10月 1日
     や春日井303 店 春日井市南下原町４－９－１１ （調基３ロ）第197号       平成30年 4月 1日
     0568-57-1639  (0568-86-5315) （後発調２）第405号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1076号          平成29年11月 1日
     （在薬）第6007号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1864250,304,8 アイセイ薬局　かえで〒487-0024 （調基１）第3032号        平成29年10月 1日
     や春日井304 店 春日井市大留町９－３－５ （調基３ロ）第198号       平成30年 4月 1日
     0568-53-4077  (0568-53-4076) （後発調１）第328号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1058号          平成29年10月 1日
     （か薬）第2231号          平成29年10月 1日
     （在薬）第6008号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1865250,305,5 サボテン薬局 〒486-0856 （調基１）第3089号        平成30年 1月 1日
     や春日井305 春日井市梅ケ坪町７０－１ （後発調３）第361号       平成30年 4月 1日
     0568-86-3610  (0568-86-3210) （在薬）第6062号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1866250,306,3 サエラ薬局　春日井店〒480-0305 （調基３イ）第236号       平成30年 4月 1日
     や春日井306 春日井市坂下町５－１２１５－８ （後発調２）第598号       平成30年 4月 1日
     １０ （在調）第1094号          平成30年 1月 1日
     0568-93-1600  (0568-93-1601) （か薬）第2315号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第6063号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1867250,307,1 たんぽぽ薬局　勝川店〒486-0945 （調基３イ）第257号       平成30年 5月 1日
     や春日井307 春日井市勝川町５－１０５ （在薬）第6148号          平成30年 5月 1日
     0568-34-7121  (0568-34-7122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  214

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1868260,005,9 大阪薬局 〒442-0889 （調基１）第1136号        平成28年 4月 1日
     や豊川5 豊川市南大通３－３６ （か薬）第337号           平成28年 4月 1日
     0533-86-2698  (0533-86-3619) （在薬）第1017号          平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1869260,022,4 イセヤ薬局 〒442-0036 （調基１）第1137号        平成28年 4月 1日
     や豊川22 豊川市豊川栄町８３ （地支体）第363号         平成30年 4月 1日
     0533-86-2101  (0533-86-4530) （後発調１）第714号       平成30年 5月 1日
     （在調）第56号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第1308号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第1042号          平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1870260,035,6 サカエ薬局 〒442-0036 （調基１）第1138号        平成28年 4月 1日
     や豊川35 豊川市豊川栄町３３ （在薬）第1019号          平成 6年11月 1日
     0533-85-5333  (0533-85-2736)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1871260,039,8 トヨカワ薬局 〒442-0033 （調基１）第1139号        平成28年 4月 1日
     や豊川39 豊川市豊川町伊呂通り３１－２ （後発調３）第168号       平成30年 4月 1日
     0533-86-3035  (0533-86-3035) （在薬）第1026号          平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1872260,042,2 有限会社大井薬局 〒442-0051 （調基１）第2064号        平成28年 4月 1日
     や豊川42 豊川市中央通２－２５ （地支体）第633号         平成30年 4月 1日
     0533-84-1825  (0533-85-9368) （在調）第154号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第1243号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第1037号          平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1873260,043,0 アサヒ薬局 〒442-0857 （調基１）第1140号        平成28年 4月 1日
     や豊川43 豊川市八幡町黒仏１２－１７ （後発調３）第166号       平成30年 4月 1日
     0533-87-2311  (0533-87-8947) （在薬）第1038号          平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1874260,048,9 有限会社辻村薬局 〒442-0854 （調基１）第2065号        平成28年 4月 1日
     や豊川48 豊川市国府町流霞７６－３ （地支体）第364号         平成30年 4月 1日
     0533-87-3460  (0533-88-6437) （後発調２）第331号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1158号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第2298号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第3644号          平成19年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1875260,055,4 スワ薬局三蔵子店 〒442-0006 （調基１）第1142号        平成28年 4月 1日
     や豊川55 豊川市三蔵子町大道８２－３ （後発調２）第29号        平成30年 4月 1日
     0533-85-5434  (0533-89-9601) （か薬）第339号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1022号          平成 8年 8月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1876260,060,4 中央薬局 〒442-0051 （在薬）第1036号          平成 6年11月 1日
     や豊川60 豊川市中央通３－２３
     0533-86-5523  (0533-86-5597)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  215

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1877260,063,8 スワ薬局ぞうし店 〒442-0842 （調基１）第1143号        平成28年 4月 1日
     や豊川63 豊川市蔵子６－１１－２５ （地支体）第12号          平成30年 4月 1日
     0533-89-5756  (0533-89-5771) （か薬）第1073号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第1164号          平成 7年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1878260,065,3 ユタカ薬局 〒442-0024 （調基１）第1144号        平成28年 4月 1日
     や豊川65 豊川市西豊町３－１６－２ （在薬）第1220号          平成 8年 4月 1日
     0533-84-2174  (0533-84-5824)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1879260,066,1 合同薬局八幡駅前店 〒442-0857 （調基１）第1145号        平成28年 4月 1日
     や豊川66 豊川市八幡町鐘鋳場１２６ （後発調２）第245号       平成30年 4月 1日
     0533-89-4945  (0533-85-6312) （在薬）第2545号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1880260,067,9 元気薬局桜町店 〒442-0843 （調基１）第1146号        平成28年 4月 1日
     や豊川67 豊川市桜町１－１－１２ （か薬）第1380号          平成28年 4月 1日
     0533-83-2112  (0533-83-2113) （在薬）第1267号          平成 8年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1881260,069,5 ひまわり薬局 〒442-0842 （調基１）第1147号        平成28年 4月 1日
     や豊川69 豊川市蔵子７－１２－８ （か薬）第342号           平成28年 4月 1日
     0533-82-1562  (0533-82-1562) （在薬）第1295号          平成 9年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1882260,072,9 大井薬局かなや店 〒442-0053 （調基１）第1148号        平成28年 4月 1日
     や豊川72 豊川市金屋町８０ （後発調２）第599号       平成30年 4月 1日
     0533-83-5161  (0533-83-5160) （か薬）第1244号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2435号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1883260,079,4 トヨカワ薬局イナリ店〒442-0031 （調基１）第258号         平成28年 4月 1日
     や豊川79 豊川市豊川西町３９ （後発調３）第167号       平成30年 4月 1日
     0533-83-6521  (0533-83-6522) （在薬）第1428号          平成 9年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1884260,080,2 本多調剤薬局 〒442-0824 （調基１）第1149号        平成28年 4月 1日
     や豊川80 豊川市下長山町中屋敷１２－１ （地支体）第79号          平成30年 4月 1日
     0533-89-1908  (0533-89-3178) （後発調２）第82号        平成30年 4月 1日
     （か薬）第2162号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第1529号          平成10年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1885260,083,6 スワ薬局大崎店 〒442-0007 （調基１）第1150号        平成28年 4月 1日
     や豊川83 豊川市大崎町下金居場９０ （在薬）第1585号          平成10年 4月 1日
     0533-82-3077  (0533-82-3078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1886260,084,4 イセヤ調剤薬局本野店〒442-0062 （調基１）第1151号        平成28年 4月 1日
     や豊川84 豊川市本野町北貝津３１－１ （地支体）第503号         平成30年 4月 1日
     0533-86-3800  (0533-86-3800) （後発調１）第378号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1312号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第1586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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  216

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1887260,088,5 辻村調剤薬局 〒442-0856 （調基１）第2066号        平成28年 4月 1日
     や豊川88 豊川市久保町葉善寺１６－１ （調基２）第60号          平成30年 4月 1日
     0533-87-3192  (0533-87-5316) （後発調２）第343号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1074号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第1675号          平成10年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1888260,089,3 まごころ薬局市田店 〒442-0862 （調基１）第2067号        平成28年 4月 1日
     や豊川89 豊川市市田町大道下１４－２ （地支体）第331号         平成30年 4月 1日
     0533-82-3178  (0533-82-3183) （後発調１）第336号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第732号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1677号          平成10年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1889260,092,7 大井薬局こう上町店 〒442-0854 （調基１）第1152号        平成28年 4月 1日
     や豊川92 豊川市国府町清水１－７ （在調）第800号           平成28年 7月 1日
     0533-88-7591  (0533-88-7592) （か薬）第344号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1758号          平成10年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1890260,095,0 大井薬局金屋本町店 〒442-0052 （調基１）第1153号        平成28年 4月 1日
     や豊川95 豊川市金屋本町１－２１ （か薬）第2250号          平成29年11月 1日
     0533-82-3375  (0533-82-3378) （在薬）第1853号          平成11年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1891260,103,2 大井薬局マチニワ店 〒442-0884 （調基１）第1154号        平成28年 4月 1日
     や豊川103 豊川市光明町１－１９ （地支体）第634号         平成30年 4月 1日
     0533-82-3380  (0533-82-3385) （後発調１）第552号       平成30年 4月 1日
     （在調）第606号           平成27年11月11日
     （か薬）第1245号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5563号          平成27年11月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1892260,105,7 牛久保調剤薬局 〒442-0826 （調基２）第64号          平成30年 4月 1日
     や豊川105 豊川市牛久保町高原１４６－２ （か薬）第734号           平成28年 4月 1日
     0533-83-8228  (0533-83-8227) （在薬）第2546号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1893260,106,5 まごころ薬局牛久保店〒442-0826 （調基１）第1155号        平成28年 4月 1日
     や豊川106 豊川市牛久保町岸下５６－１ （地支体）第332号         平成30年 4月 1日
     0533-82-1550  (0533-82-1580) （後発調３）第362号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1246号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2035号          平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1894260,107,3 ドラッグオオイ薬局 〒442-0045 （調基１）第1156号        平成28年 4月 1日
     や豊川107 豊川市駅前通２－９８－１ （地支体）第635号         平成30年 4月 1日
     0533-89-9026  (0533-89-9027) （在調）第429号           平成26年 5月 1日
     （か薬）第1247号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2032号          平成12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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  217

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1895260,111,5 ドラッグオオイ薬局八〒442-0851 （調基１）第1157号        平成28年 4月 1日
     や豊川111 南店 豊川市野口町道下１９－１ （地支体）第636号         平成30年 4月 1日
     0533-80-0231  (0533-83-1333) （在調）第441号           平成26年 6月 1日
     （か薬）第2008号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第2183号          平成13年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1896260,117,2 大井薬局野口店 〒442-0851 （調基１）第1158号        平成28年 4月 1日
     や豊川117 豊川市野口町豊角１９－１ （後発調１）第553号       平成30年 4月 1日
     0533-80-3831  (0533-80-3830) （在調）第801号           平成28年 7月 1日
     （か薬）第2060号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第2340号          平成13年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1897260,121,4 桜木調剤薬局 〒442-0027 （調基１）第1159号        平成28年 4月 1日
     や豊川121 豊川市桜木通４－８－１７ （後発調２）第246号       平成30年 4月 1日
     0533-83-1565  (0533-82-3172) （在薬）第2549号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1898260,122,2 みず穂調剤薬局 〒442-0012 （調基１）第2069号        平成28年 4月 1日
     や豊川122 豊川市新豊町１－７２ （地支体）第637号         平成30年 4月 1日
     0533-83-8010  (0533-83-8023) （後発調２）第600号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第346号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2769号          平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1899260,125,5 まごころ薬局大橋店 〒442-0809 （調基１）第2070号        平成28年 4月 1日
     や豊川125 豊川市大橋町２－１９－３ （地支体）第330号         平成30年 4月 1日
     0533-83-8188  (0533-83-8189) （か薬）第2251号          平成29年11月 1日
     （在薬）第2867号          平成15年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1900260,126,3 いのうえ調剤薬局 〒442-0876 （調基１）第1161号        平成28年 4月 1日
     や豊川126 豊川市中部町２－３２－４ （在薬）第2902号          平成15年10月 1日
     0533-83-8118  (0533-83-8119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1901260,128,9 大村薬局 〒442-0068 （調基１）第2071号        平成28年 4月 1日
     や豊川128 豊川市諏訪４－２０１ （地支体）第195号         平成30年 4月 1日
     0533-86-2956  (0533-80-0852) （後発調１）第236号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第736号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2916号          平成15年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1902260,134,7 しらとり調剤薬局 〒442-0856 （調基１）第1163号        平成28年 4月 1日
     や豊川134 豊川市久保町小深田７－２ （後発調２）第601号       平成30年 4月 1日
     0533-82-4500  (0533-82-4499) （後発調３）第543号       平成30年 5月 1日
     （か薬）第1075号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3324号          平成17年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1903260,135,4 有限会社スガヤ薬局 〒441-1231 （調基１）第1164号        平成28年 4月 1日
     や豊川135 豊川市一宮町上新切５３０－６ （後発調１）第32号        平成30年 4月 1日
     0533-93-5235  (0533-93-1332) （在薬）第1032号          平成 6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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  218

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1904260,137,0 有限会社くすりの今泉〒441-1206 （調基１）第1165号        平成28年 4月 1日
     や豊川137 薬局 豊川市篠田町四ツ家８１－１ （後発調３）第97号        平成30年 4月 1日
     0533-93-1550  (0533-93-1551) （在薬）第2623号          平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1905260,138,8 ライフ薬局 〒441-1231 （調基１）第1166号        平成28年 4月 1日
     や豊川138 豊川市一宮町泉３３チアーズいち （後発調３）第228号       平成30年 4月 1日
     のみや内 （在薬）第2583号          平成14年 5月 1日
     0533-93-5886  (0533-93-5886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1906260,141,2 イセヤ調剤薬局八幡店〒442-0857 （調基１）第1168号        平成28年 4月 1日
     や豊川141 豊川市八幡町上宿７７ （か薬）第2388号          平成30年 4月 1日
     0533-87-0155  (0533-87-0155) （在薬）第3567号          平成19年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1907260,142,0 まごころ薬局音羽店 〒441-0203 （調基１）第1169号        平成28年 4月 1日
     や豊川142 豊川市長沢町向谷２８ （地支体）第333号         平成30年 4月 1日
     0533-82-2133  (0533-82-2132) （か薬）第1377号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第1462号          平成 9年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1908260,145,3 いしかわ薬局 〒441-0311 （調基１）第52号          平成28年 4月 1日
     や豊川145 豊川市御津町御馬東８３ （後発調３）第363号       平成30年 4月 1日
     0533-75-2510  (0533-75-2510) （か薬）第347号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1030号          平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1909260,146,1 戸田薬局 〒441-0312 （調基１）第2608号        平成28年 4月 1日
     や豊川146 豊川市御津町西方小貝津１８ （在薬）第1040号          平成 6年11月 1日
     0533-75-2359  (0533-75-2026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1910260,148,7 みと調剤薬局 〒441-0312 （調基１）第1170号        平成28年 4月 1日
     や豊川148 豊川市御津町西方広田４９ （後発調３）第98号        平成30年 4月 1日
     0533-77-1688  (0533-77-1686) （か薬）第738号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2585号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1911260,149,5 ひろいし調剤薬局 〒441-0321 （調基１）第1171号        平成28年 4月 1日
     や豊川149 豊川市御津町広石小城前６６ （調基３イ）第59号        平成30年 4月 1日
     0533-77-1430  (0533-77-1431) （後発調１）第131号       平成30年 4月 1日
     （在薬）第3082号          平成16年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1912260,150,3 スギ薬局　御油店 〒441-0211 （調基１）第2461号        平成28年 4月 1日
     や豊川150 豊川市御油町行力１３－１ （地支体）第423号         平成30年 4月 1日
     0533-88-7233  (0533-88-7235) （後発調２）第477号       平成30年 4月 1日
     （在調）第479号           平成26年10月 1日
     （か薬）第1293号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3957号          平成20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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  219

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1913260,152,9 スギ薬局　蔵子店 〒442-0842 （調基１）第2463号        平成28年 4月 1日
     や豊川152 豊川市蔵子７－１７－１ （地支体）第424号         平成30年 4月 1日
     0533-83-6011  (0533-83-6010) （後発調２）第478号       平成30年 4月 1日
     （在調）第941号           平成29年 3月 1日
     （か薬）第2043号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第3959号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1914260,153,7 スギ薬局　本野ケ原店〒442-0005 （調基１）第2464号        平成28年 4月 1日
     や豊川153 豊川市本野ケ原２－１ （地支体）第425号         平成30年 4月 1日
     0533-83-5331  (0533-83-5330) （後発調１）第627号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2309号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第3960号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1915260,154,5 スギ薬局　プリオ豊川〒442-0068 （調基１）第2465号        平成28年 4月 1日
     や豊川154 店 豊川市諏訪３－３０２プリオⅡ内 （後発調２）第479号       平成30年 4月 1日
     0533-80-5012  (0533-80-5013) （在薬）第3961号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1916260,155,2 スギ薬局　桜木店 〒442-0027 （調基１）第2466号        平成28年 4月 1日
     や豊川155 豊川市桜木通５－１８－１ （地支体）第426号         平成30年 4月 1日
     0533-80-0530  (0533-80-0531) （後発調２）第480号       平成30年 4月 1日
     （在調）第225号           平成24年 4月 1日
     （在調）第409号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第2178号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第3962号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1917260,157,8 にこにこ薬局 〒442-0805 （調基１）第2073号        平成28年 4月 1日
     や豊川157 豊川市三谷原町郷中１２２－２ （地支体）第780号         平成30年 4月 1日
     0533-83-2525  (0533-83-2566) （後発調３）第467号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第740号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4342号          平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1918260,158,6 藤嶋健康相談薬局 〒441-0103 （調基１）第23号          平成28年 4月 1日
     や豊川158 豊川市小坂井町欠山８２ （在薬）第1033号          平成 6年11月 1日
     0533-78-2559  (0533-78-2560)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1919260,161,0 くすりのサカタ薬局 〒441-0105 （調基１）第1172号        平成28年 4月 1日
     や豊川161 豊川市伊奈町新屋４８－６ （後発調１）第33号        平成30年 4月 1日
     0533-72-5175  (0533-72-5175) （在薬）第2584号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1920260,162,8 小原盛大堂薬局 〒441-0103 （調基１）第1173号        平成28年 4月 1日
     や豊川162 豊川市小坂井町門並３ （地支体）第365号         平成30年 4月 1日
     0533-72-2765  (0533-72-6123) （後発調２）第247号       平成30年 4月 1日
     （在調）第149号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第741号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1653号          平成10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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  220

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1921260,163,6 オレンジ薬局 〒441-0103 （調基１）第2074号        平成28年 4月 1日
     や豊川163 豊川市小坂井町道地７８－１ （地支体）第638号         平成30年 4月 1日
     0533-78-5290  (0533-78-5291) （後発調１）第488号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2412号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第4705号          平成24年 1月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1922260,164,4 スギ薬局　小坂井店 〒441-0105 （調基１）第2467号        平成28年 4月 1日
     や豊川164 豊川市伊奈町新屋７７－１ （地支体）第427号         平成30年 4月 1日
     0533-73-1855  (0533-73-2425) （後発調２）第481号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1011号          平成29年 7月 1日
     （か薬）第2100号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第4046号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1923260,165,1 あおい薬局 〒441-0103 （調基１）第1174号        平成28年 4月 1日
     や豊川165 豊川市小坂井町宮下８９－１ （後発調３）第99号        平成30年 4月 1日
     0533-78-6200  (0533-78-2007) （在薬）第4101号          平成20年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1924260,166,9 大井薬局　東曙店 〒442-0011 （調基１）第1175号        平成28年 4月 1日
     や豊川166 豊川市東曙町２６３－５ （後発調２）第602号       平成30年 4月 1日
     0533-65-8741  (0533-65-8751) （在調）第451号           平成26年 7月 1日
     （か薬）第742号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4348号          平成22年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1925260,167,7 国府調剤薬局 〒442-0854 （調基１）第1176号        平成28年 4月 1日
     や豊川167 豊川市国府町流霞１００ （後発調２）第603号       平成30年 4月 1日
     0533-88-7941  (0533-88-7940) （在調）第155号           平成24年 4月 1日
     （在薬）第4442号          平成22年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1926260,169,3 アイン薬局豊川店 〒441-0103 （調基３ロ）第234号       平成30年 4月 1日
     や豊川169 豊川市小坂井町宮下７５－１ （後発調２）第248号       平成30年 4月 1日
     0533-73-3040  (0533-73-3070) （か薬）第1318号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4591号          平成23年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1927260,171,9 スギ薬局　開運通店 〒442-0048 （調基１）第2468号        平成28年 4月 1日
     や豊川171 豊川市開運通２－６８－１ （後発調１）第628号       平成30年 4月 1日
     0533-80-7481  (0533-89-2531) （薬菌）第82号            平成24年 7月 1日
     （在薬）第4634号          平成23年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1928260,172,7 イオン薬局豊川店 〒442-0048 （調基１）第2075号        平成28年 4月 1日
     や豊川172 豊川市開運通２－３１　イオン豊 （在薬）第5068号          平成25年 9月 1日
     川店１階
     0533-89-5158  (0533-89-5159)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1929260,173,5 スギ薬局　御油駅前店〒441-0211 （調基１）第2469号        平成28年 4月 1日
     や豊川173 豊川市御油町八面横５４ （後発調２）第482号       平成30年 4月 1日
     0533-80-1370  (0533-87-8828) （在薬）第4775号          平成24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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  221

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1930260,175,0 スギヤマ調剤薬局豊川〒442-0888 （調基１）第2076号        平成28年 4月 1日
     や豊川175 千歳店 豊川市千歳通４－９ （調基３イ）第150号       平成30年 4月 1日
     0533-85-6090  (0533-85-6090) （在薬）第4838号          平成24年 8月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1931260,177,6 めいてつ調剤薬局　豊〒442-0857 （調基１）第1178号        平成28年 4月 1日
     や豊川177 川店 豊川市八幡町鐘鋳場１１６－１ （薬菌）第101号           平成25年 6月 1日
     0533-65-7527  (0533-65-7627) （在薬）第4939号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1932260,180,0 スギヤマ調剤薬局豊川〒442-0857 （調基１）第2077号        平成28年 4月 1日
     や豊川180 店 豊川市八幡町鐘鋳場１２０－２ （調基３イ）第151号       平成30年 4月 1日
     0533-83-8051  (0533-84-3355) （在薬）第4957号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1933260,181,8 スギ薬局　八幡駅前店〒442-0857 （調基１）第2470号        平成28年 4月 1日
     や豊川181 豊川市八幡町鐘鋳場１４８ （地支体）第428号         平成30年 4月 1日
     0533-80-7391  (0533-80-7392) （後発調２）第483号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2044号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第4977号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1934260,182,6 ココカラファイン薬局〒442-0835 （調基１）第2078号        平成28年 4月 1日
     や豊川182 　新桜町店 豊川市新桜町通１－３１－１ （地支体）第823号         平成30年 4月 1日
     0533-80-2670  (0533-89-2254) （在調）第1159号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第743号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5323号          平成26年 9月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1935260,184,2 スギヤマ薬局豊川イン〒442-0808 （調基１）第2079号        平成28年 4月 1日
     や豊川184 ター店 豊川市豊が丘町１９２ （後発調１）第425号       平成30年 4月 1日
     0533-80-2411  (0533-85-0870) （在薬）第5083号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1936260,185,9 かえるさん薬局 〒442-0826 （調基２）第100号         平成30年 4月 1日
     や豊川185 豊川市牛久保町城跡２１－１ （後発調２）第406号       平成30年 4月 1日
     0533-95-4300  (0533-95-4511) （在薬）第5110号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1937260,186,7 かねや薬局 〒441-1231 （調基１）第1180号        平成28年 4月 1日
     や豊川186 豊川市一宮町錦１４７ （後発調３）第100号       平成30年 4月 1日
     0533-93-5833  (0533-93-5706) （在薬）第5158号          平成26年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1938260,187,5 サクランボ調剤薬局ス〒442-0068 （調基１）第2080号        平成28年 4月 1日
     や豊川187 ワ駅店 豊川市諏訪３－６ （地支体）第196号         平成30年 4月 1日
     0533-56-9548  (0533-56-9452) （後発調１）第237号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第744号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5204号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1939260,188,3 ウエルシア薬局豊川蔵〒442-0842 （調基１）第1181号        平成28年 4月 1日
     や豊川188 子店 豊川市蔵子５－１６－１５ （後発調２）第407号       平成30年 4月 1日
     0533-83-8586  (0533-83-8587) （在薬）第5324号          平成26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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  222

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1940260,189,1 ウエルシア薬局豊川駅〒442-0033 （調基１）第1182号        平成28年 4月 1日
     や豊川189 東口店 豊川市豊川町波通３４－４ （後発調１）第337号       平成30年 4月 1日
     0533-80-2615  (0533-80-2625) （在薬）第5325号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1941260,191,7 グリーン薬局 〒442-0811 （調基１）第1183号        平成28年 4月 1日
     や豊川191 豊川市馬場町松下８１－２ （か薬）第172号           平成28年 4月 1日
     0533-85-2251  (0533-85-2252) （在薬）第5347号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1942260,192,5 なの花薬局　豊川赤坂〒441-0202 （調基３ロ）第23号        平成30年 4月 1日
     や豊川192 店 豊川市赤坂町松本１８１－２ （在調）第519号           平成27年 3月 1日
     0533-82-2666  (0533-82-2667) （か薬）第2009号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第5425号          平成27年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1943260,193,3 優しさ薬局　伊奈駅前〒441-0105 （調基１）第2082号        平成28年 4月 1日
     や豊川193 店 豊川市伊奈町南山新田３０５－１ （地支体）第781号         平成30年 4月 1日
     ３ （後発調２）第604号       平成30年 4月 1日
     0533-72-5566  (0533-72-5567) （在調）第1070号          平成29年11月 1日
     （か薬）第1586号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5461号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1944260,194,1 すずき調剤薬局 〒442-0838 （調基１）第1184号        平成28年 4月 1日
     や豊川194 豊川市西塚町２－１６－２ （地支体）第80号          平成30年 4月 1日
     0533-56-7402  (0533-56-7403) （在調）第610号           平成27年12月 1日
     （か薬）第1452号          平成28年 5月20日
     （在薬）第5536号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1945260,195,8 あすなろ薬局 〒442-0842 （調基１）第1185号        平成28年 4月 1日
     や豊川195 豊川市蔵子６－１４－８ （地支体）第13号          平成30年 4月 1日
     0533-84-1003  (0533-84-1004) （後発調２）第30号        平成30年 4月 1日
     （か薬）第1533号          平成28年 8月 1日
     （在薬）第5583号          平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1946260,196,6 ファーマライズ薬局　〒442-0841 （調基１）第2656号        平成28年 6月 1日
     や豊川196 豊川店 豊川市代田町１－２６－２ （調基３イ）第152号       平成30年 4月 1日
     0533-80-7537  (0533-80-7538) （後発調１）第338号       平成30年 4月 1日
     （在調）第798号           平成28年 6月 1日
     （か薬）第2045号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第5675号          平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1947260,197,4 アイセイ薬局　国府店〒442-0854 （調基１）第2754号        平成28年10月 1日
     や豊川197 豊川市国府町茶ノ休４４－２ （地支体）第269号         平成30年 4月 1日
     0533-88-1555  (0533-88-3900) （在調）第895号           平成28年10月 1日
     （か薬）第1696号          平成28年10月 1日
     （在薬）第5791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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  223

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1948260,198,2 アイセイ薬局　豊川馬〒442-0811 （調基３ロ）第140号       平成30年 4月 1日
     や豊川198 場店 豊川市馬場町松下９９－２ （在調）第896号           平成28年10月 1日
     0533-83-8285  (0533-83-8286) （か薬）第2280号          平成29年12月 1日
     （在薬）第5792号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1949260,200,6 スギ薬局　御津店 〒441-0312 （調基１）第2770号        平成28年12月 1日
     や豊川200 豊川市御津町西方日暮４１－１ （後発調２）第484号       平成30年 4月 1日
     0533-56-7651  (0533-56-7652) （在薬）第5814号          平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1950260,201,4 スギ薬局　豊川一宮店〒441-1231 （調基１）第2817号        平成29年 3月 1日
     や豊川201 豊川市一宮町栄２０１ （後発調３）第468号       平成30年 4月 1日
     0533-95-1351  (0533-95-1352) （在薬）第5865号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1951260,202,2 Ｖ・ｄｒｕｇ　豊川南〒442-0842 （調基３イ）第60号        平成30年 4月 1日
     や豊川202 薬局 豊川市蔵子７－６１－３４ （後発調３）第101号       平成30年 4月 1日
     0533-95-0160  (0533-95-0161) （在薬）第5929号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1952260,203,0 エルブ調剤薬局　諏訪〒442-0068 （調基１）第3057号        平成29年10月23日
     や豊川203 店 豊川市諏訪２－１１７みつじやビ （後発調３）第229号       平成30年 4月 1日
     ル１階 （在薬）第6028号          平成29年10月23日
     0533-56-2727  (0533-56-2728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1953260,204,8 ひかり薬局 〒442-0839 （調基１）第3012号        平成29年10月 1日
     や豊川204 豊川市四ツ谷町３－１０５ （後発調２）第83号        平成30年 4月 1日
     0533-95-0770  (0533-95-0773) （在薬）第5988号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1954260,205,5 スギ薬局　豊川野口店〒442-0851 （調基１）第3020号        平成29年11月 1日
     や豊川205 豊川市野口町道下６－１ （後発調３）第469号       平成30年 4月 1日
     0533-65-9531  (0533-65-9532) （在薬）第5994号          平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1955260,206,3 くるみ調剤薬局 〒442-0842 （調基１）第3066号        平成29年12月 1日
     や豊川206 豊川市蔵子６－１５－４ （地支体）第197号         平成30年 4月 1日
     0533-83-6222  (0533-83-6211) （在調）第1088号          平成29年12月 1日
     （か薬）第2296号          平成29年12月 1日
     （在薬）第6037号          平成29年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1956260,207,1 くるみ調剤薬局　ごゆ〒441-0211 （調基１）第3090号        平成30年 1月 1日
     や豊川207 店 豊川市御油町小山９－３ （地支体）第198号         平成30年 4月 1日
     0533-82-4066  (0533-82-4067) （在調）第1095号          平成30年 1月 1日
     （か薬）第2316号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第6064号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1957260,208,9 スギ薬局　クロスモー〒442-0823 （調基１）第3170号        平成30年 4月 1日
     や豊川208 ル豊川店 豊川市正岡町胡麻田７２２クロス （在薬）第6111号          平成30年 4月 1日
     モール豊川内
     0533-65-9030  (0533-65-9031)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  224

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1958260,209,7 おんま調剤薬局 〒441-0311 （調基１）第3171号        平成30年 4月 1日
     や豊川209 豊川市御津町御馬浜田９２ （在薬）第6121号          平成30年 4月12日
     0533-65-7050  (0533-65-7051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1959260,210,5 スギ薬局　牛久保店 〒442-0874 （調基１）第3187号        平成30年 5月 1日
     や豊川210 豊川市松久町１－１０５ （在薬）第6149号          平成30年 5月 1日
     0533-65-7120  (0533-65-7121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1960270,015,6 浅井薬局津島店 〒496-0807 （調基１）第1186号        平成28年 4月 1日
     や津島15 津島市天王通り６－３ （地支体）第326号         平成30年 4月 1日
     0567-28-4090  (0567-28-0239) （後発調２）第660号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第220号           平成27年 9月 1日
     （在調）第601号           平成27年11月 1日
     （か薬）第351号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第575号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1961270,024,8 誠見堂薬局 〒496-0843 （調基１）第2083号        平成28年 4月 1日
     や津島24 津島市舟戸町３３ （後発調２）第605号       平成30年 4月 1日
     0567-26-3678  (0567-26-3678) （在薬）第576号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1962270,029,7 合名会社　野田薬局 〒496-0825 （調基１）第1187号        平成28年 4月 1日
     や津島29 津島市橋詰町２－１７ （地支体）第199号         平成30年 4月 1日
     0567-26-2672  (0567-26-2698) （後発調１）第238号       平成30年 4月 1日
     （後発調２）第697号       平成30年 5月 1日
     （か薬）第53号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第596号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1963270,035,4 カシク薬局 〒496-0026 （調基１）第1188号        平成28年 4月 1日
     や津島35 津島市唐臼町当理２７ （在薬）第581号           平成 6年11月 1日
     0567-31-4738  (0567-31-4784)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1964270,037,0 増井薬局 〒496-0036 （調基１）第1189号        平成28年 4月 1日
     や津島37 津島市愛宕町２－７２－３
     0567-26-2683  (0567-26-2685)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1965270,041,2 永井薬局 〒496-0837 （在薬）第593号           平成 6年11月 1日
     や津島41 津島市大政町１－４１
     0567-26-2891  (0567-26-2891)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1966270,042,0 浅井薬局藤里店 〒496-0048 （調基１）第1190号        平成28年 4月 1日
     や津島42 津島市藤里町３－２２－２ （地支体）第328号         平成30年 4月 1日
     0567-27-5111  (0567-27-5112) （在調）第836号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第352号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1195号          平成 7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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  225

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1967270,044,6 ヤマモト薬局 〒496-0005 （調基１）第1191号        平成28年 4月 1日
     や津島44 津島市神守町五反田４３－２ （か薬）第746号           平成28年 4月 1日
     0567-69-5873  (0567-69-5837) （在薬）第5609号          平成28年 1月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1968270,053,7 浅井薬局橘店 〒496-0038 （調基１）第2948号        平成29年 5月 1日
     や津島53 津島市橘町６－２４－１ （地支体）第324号         平成30年 4月 1日
     0567-27-5121  (0567-27-5122) （後発調１）第441号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第267号           平成29年 5月 1日
     （在調）第980号           平成29年 5月 1日
     （か薬）第1958号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第5914号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1969270,054,5 たちばな調剤薬局 〒496-0038 （調基２）第73号          平成30年 4月 1日
     や津島54 津島市橘町２－３２－２ （後発調１）第239号       平成30年 4月 1日
     0567-27-4511  (0567-27-4512) （在薬）第1910号          平成11年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1970270,055,2 門前薬局 〒496-0857 （調基１）第1193号        平成28年 4月 1日
     や津島55 津島市南門前町１－３７－１ （後発調３）第169号       平成30年 4月 1日
     0567-26-2934  (0567-26-4872) （か薬）第54号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第1931号          平成11年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1971270,057,8 たんぽぽ薬局津島店 〒496-0038 （調基３イ）第153号       平成30年 4月 1日
     や津島57 津島市橘町３－５５ （後発調２）第408号       平成30年 4月 1日
     0567-27-5333  (0567-26-0661) （在調）第529号           平成27年 4月 1日
     （か薬）第1567号          平成28年 8月 1日
     （在薬）第1915号          平成11年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1972270,063,6 日光調剤薬局 〒496-0072 （調基１）第126号         平成28年 4月 1日
     や津島63 津島市南新開町１－７１－２ （後発調２）第249号       平成30年 4月 1日
     0567-22-2601  (0567-22-2605) （在薬）第4839号          平成24年 8月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1973270,068,5 竹田薬局越津店 〒496-0022 （調基１）第148号         平成28年 4月 1日
     や津島68 津島市越津町東田面７０ （後発調３）第230号       平成30年 4月 1日
     0567-25-1182  (0567-24-5519) （在薬）第2210号          平成13年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1974270,069,3 グリーン調剤薬局津島〒496-0004 （調基１）第1194号        平成28年 4月 1日
     や津島69 店 津島市蛭間町宮重５６１ （後発調３）第170号       平成30年 4月 1日
     0567-23-6363  (0567-23-6363)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1975270,070,1 のぞみ薬局 〒496-0038 （調基１）第1195号        平成28年 4月 1日
     や津島70 津島市橘町３－５２ （地支体）第270号         平成30年 4月 1日
     0567-22-5250  (0567-22-5251) （後発調２）第344号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第354号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2614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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  226

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1976270,072,7 やなぎはら調剤薬局 〒496-0047 （調基１）第1196号        平成28年 4月 1日
     や津島72 津島市西柳原町１－６８－１ （在薬）第5444号          平成27年 4月 5日
     0567-27-1212  (0567-27-1215)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1977270,073,5 浅井薬局申塚店 〒496-0868 （調基１）第1197号        平成28年 4月 1日
     や津島73 津島市申塚町１－１２４－１ （地支体）第325号         平成30年 4月 1日
     0567-25-9616  (0567-25-9617) （後発調１）第339号       平成30年 4月 1日
     （在調）第488号           平成26年11月 1日
     （か薬）第1077号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2926号          平成16年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1978270,075,0 キョーワ薬局　下切店〒496-0008 （調基３イ）第154号       平成30年 4月 1日
     や津島75 津島市宇治町小切１２２ （後発調１）第240号       平成30年 4月 1日
     0567-22-2271  (0567-22-2272) （在調）第583号           平成27年10月 1日
     （か薬）第747号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3145号          平成16年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1979270,081,8 クオール薬局津島店 〒496-0045 （調基３ロ）第74号        平成30年 4月 1日
     や津島81 津島市東柳原町４－２５－２ （か薬）第2118号          平成29年 8月 1日
     0567-22-2211  (0567-22-2210) （在薬）第3603号          平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1980270,082,6 キョーワ薬局　津島店〒496-0005 （調基１）第1198号        平成28年 4月 1日
     や津島82 津島市神守町古道６４ （調基３イ）第155号       平成30年 4月 1日
     0567-25-8701  (0567-25-8673) （在調）第218号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第748号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3833号          平成20年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1981270,083,4 スギ薬局　神守店 〒496-0022 （調基１）第2471号        平成28年 4月 1日
     や津島83 津島市越津町梅之木１４ （後発調２）第698号       平成30年 5月 1日
     0567-27-5131  (0567-27-5132) （在薬）第3963号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1982270,084,2 スギ薬局　東柳原店 〒496-0045 （調基１）第2472号        平成28年 4月 1日
     や津島84 津島市東柳原町１－３０ （地支体）第429号         平成30年 4月 1日
     0567-22-2325  (0567-22-2326) （後発調１）第715号       平成30年 5月 1日
     （在調）第503号           平成27年 1月 1日
     （か薬）第968号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3964号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1983270,085,9 キョーワ薬局　津島東〒496-0019 （調基１）第1199号        平成28年 4月 1日
     や津島85 店 津島市百島町丸田５６ （調基３イ）第156号       平成30年 4月 1日
     0567-23-3541  (0567-23-3542) （在調）第981号           平成29年 5月 1日
     （か薬）第749号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4068号          平成20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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  227

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1984270,087,5 エール調剤薬局津島店〒496-0015 （調基１）第2084号        平成28年 4月 1日
     や津島87 津島市高台寺町茶木原５８－１ （地支体）第725号         平成30年 4月 1日
     0567-33-0602  (0567-33-0603) （後発調１）第490号       平成30年 4月 1日
     （在調）第274号           平成25年 5月 1日
     （か薬）第355号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4463号          平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1985270,088,3 Ｖ・ｄｒｕｇ　西あた〒496-0037 （調基３イ）第61号        平成30年 4月 1日
     や津島88 ご薬局 津島市西愛宕町２－１７９ （後発調１）第132号       平成30年 4月 1日
     0567-22-2090  (0567-22-2091) （在薬）第4517号          平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1986270,089,1 天王調剤薬局 〒496-0031 （調基３イ）第62号        平成30年 4月 1日
     や津島89 津島市埋田町１－１８－２ （後発調２）第31号        平成30年 4月 1日
     0567-55-9926  (0567-55-9927) （か薬）第2027号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第4547号          平成23年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1987270,091,7 有限会社ユニコ　あた〒496-0036 （調基１）第1201号        平成28年 4月 1日
     や津島91 ご調剤薬局 津島市愛宕町４－５０－３ （後発調１）第133号       平成30年 4月 1日
     0567-55-9913  (0567-55-9914) （か薬）第751号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4549号          平成23年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1988270,092,5 調剤薬局アモス津島店〒496-0825 （調基１）第1202号        平成28年 4月 1日
     や津島92 津島市橋詰町３－４５ （後発調３）第55号        平成30年 4月 1日
     0567-22-3708  (0567-22-3709) （在薬）第4603号          平成23年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1989270,093,3 山善薬局 〒496-0829 （調基１）第2085号        平成28年 4月 1日
     や津島93 津島市寿町３１ （後発調３）第470号       平成30年 4月 1日
     0567-26-2960  (0567-26-2965) （在薬）第4679号          平成23年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1990270,094,1 山善薬局　中地店 〒496-0847 （調基１）第2086号        平成28年 4月 1日
     や津島94 津島市中地町４－５２－３ （地支体）第366号         平成30年 4月 1日
     0567-55-8777  (0567-55-8778) （後発調１）第361号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第752号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4688号          平成23年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1991270,095,8 オギソ薬局 〒496-0834 （調基１）第1203号        平成28年 4月 1日
     や津島95 津島市南本町４－８９ （後発調１）第134号       平成30年 4月 1日
     0567-26-4702  (0567-26-4743) （か薬）第55号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第4840号          平成24年 8月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1992270,097,4 もとでら薬局 〒496-0034 （調基１）第1204号        平成28年 4月 1日
     や津島97 津島市元寺町２－５－８ （後発調２）第250号       平成30年 4月 1日
     0567-22-3500  (0567-22-5650) （在調）第1160号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第2364号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第4870号          平成24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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  228

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1993270,098,2 ココカラファイン薬局〒496-0035 （調基１）第2087号        平成28年 4月 1日
     や津島98 　津島東店 津島市東愛宕町３－６２－１ （調基３ロ）第199号       平成30年 4月 1日
     0567-28-6800  (0567-28-6800) （在薬）第5002号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1994270,100,6 スマイル薬局又吉店 〒496-0819 （調基１）第2088号        平成28年 4月 1日
     や津島100 津島市又吉町２－２７ （地支体）第323号         平成30年 4月 1日
     0567-69-6391  (0567-69-6392) （在調）第1161号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第753号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5253号          平成26年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1995270,101,4 エンゼル薬局　津島店〒496-0071 （調基１）第2089号        平成28年 4月 1日
     や津島101 津島市新開町２－１３９－２ （在薬）第5628号          平成28年 4月 1日
     0567-55-7359  (0567-55-7389)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1996270,102,2 エム・エヌ調剤薬局　〒496-0048 （調基１）第2643号        平成28年 6月 1日
     や津島102 津島店 津島市藤里町２－９－１０ （後発調２）第84号        平成30年 4月 1日
     0567-69-6140  (0567-69-6141) （在薬）第5666号          平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1997270,103,0 山善薬局　新開店 〒496-0027 （調基１）第2771号        平成28年12月 1日
     や津島103 津島市津島北新開３２７－１ （後発調３）第56号        平成30年 4月 1日
     0567-97-3814  (0567-97-3814) （在薬）第5815号          平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1998270,104,8 Ｖ・ｄｒｕｇ　津島市〒496-0038 （調基１）第3070号        平成29年12月 1日
     や津島104 民病院前薬局 津島市橘町３－４２ （後発調１）第135号       平成30年 4月 1日
     0567-26-0023  (0567-26-0038) （在薬）第6038号          平成29年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1999280,032,9 すみや薬局 〒447-0843 （調基１）第380号         平成28年 4月 1日
     や碧南32 碧南市西浜町２－８５ （在薬）第862号           平成 6年11月 1日
     0566-41-3716  (0566-41-5075)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2000280,036,0 長田薬局 〒447-0886 （調基１）第259号         平成28年 4月 1日
     や碧南36 碧南市源氏町３－７０ （後発調２）第146号       平成30年 4月 1日
     0566-48-2722  (0566-46-4848) （か薬）第2061号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第857号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2001280,040,2 楽山堂薬局 〒447-0868 （調基１）第1205号        平成28年 4月 1日
     や碧南40 碧南市松江町６－７２ （後発調１）第34号        平成30年 4月 1日
     0566-41-0855  (0566-41-8985) （在薬）第863号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2002280,044,4 明治薬局 〒447-0081 （調基１）第260号         平成28年 4月 1日
     や碧南44 碧南市吹上町２－４５ （在薬）第855号           平成 6年11月 1日
     0566-48-1426  (0566-48-6322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2003280,047,7 大村調剤薬局 〒447-0863 （調基１）第2092号        平成28年 4月 1日
     や碧南47 碧南市新川町５－７１－２ （調基３ロ）第75号        平成30年 4月 1日
     0566-46-1231  (0566-46-1231) （後発調２）第251号       平成30年 4月 1日
     （在薬）第1264号          平成 8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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  229

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2004280,059,2 ハロー薬局へきなん店〒447-0029 （調基３ロ）第76号        平成30年 4月 1日
     や碧南59 碧南市二本木町２－５１－３ （後発調３）第171号       平成30年 4月 1日
     0566-43-1186  (0566-43-0861) （在薬）第2394号          平成14年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2005280,060,0 あおぞら調剤薬局碧南〒447-0807 （調基２）第121号         平成30年 4月 1日
     や碧南60 店 碧南市伏見町３－２２ （後発調２）第606号       平成30年 4月 1日
     0566-45-2233  (0566-45-2232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2006280,062,6 ふれあい調剤薬局 〒447-0885 （調基１）第1206号        平成28年 4月 1日
     や碧南62 碧南市志貴町２－８３ （か薬）第755号           平成28年 4月 1日
     0566-43-5890  (0566-43-5891) （在薬）第2849号          平成15年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2007280,063,4 山総薬局 〒447-0851 （在薬）第3215号          平成17年 3月17日
     や碧南63 碧南市羽根町１－９８
     0566-41-0251  (0566-41-0251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2008280,065,9 あおい調剤薬局 〒447-0022 （調基１）第1207号        平成28年 4月 1日
     や碧南65 碧南市旭町４－５０ （地支体）第782号         平成30年 4月 1日
     0566-41-3200  (0566-41-3201) （後発調３）第298号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第756号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3325号          平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2009280,067,5 薬局ニーニャファーマ〒447-0026 （調基１）第2094号        平成28年 4月 1日
     や碧南67 碧南市三宅町１－８４ （後発調３）第424号       平成30年 4月 1日
     0566-45-2670  (0566-45-2671) （か薬）第359号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3388号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2010280,068,3 しんゆう調剤薬局 〒447-0035 （調基２）第57号          平成30年 4月 1日
     や碧南68 碧南市中山町１－２４ （後発調３）第393号       平成30年 4月 1日
     0566-43-7335  (0566-43-7336) （か薬）第56号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第3440号          平成18年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2011280,069,1 ひばり薬局 〒447-0034 （調基１）第261号         平成28年 4月 1日
     や碧南69 碧南市鴻島町４－２３ （在薬）第3568号          平成19年 1月 1日
     0566-45-2560  (0566-45-2561)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2012280,070,9 アイン薬局西端店 〒447-0082 （調基１）第2095号        平成28年 4月 1日
     や碧南70 碧南市湖西町１－２８ （調基３ロ）第235号       平成30年 4月 1日
     0566-43-3103  (0566-43-3203) （後発調２）第252号       平成30年 4月 1日
     （在調）第475号           平成26年 9月 1日
     （か薬）第360号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3763号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2013280,071,7 スギ薬局　碧南伏見店〒447-0807 （調基１）第2473号        平成28年 4月 1日
     や碧南71 碧南市伏見町３－２６ （後発調３）第471号       平成30年 4月 1日
     0566-48-3555  (0566-48-3556) （在薬）第3965号          平成20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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  230

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2014280,072,5 スギ薬局　碧南新川店〒447-0862 （調基１）第2474号        平成28年 4月 1日
     や碧南72 碧南市相生町５－４５－１ （地支体）第430号         平成30年 4月 1日
     0566-46-0300  (0566-46-0301) （後発調２）第485号       平成30年 4月 1日
     （在調）第636号           平成28年 2月 1日
     （か薬）第1517号          平成28年 7月 1日
     （在薬）第3966号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2015280,073,3 スギ薬局　大浜店 〒447-0851 （調基１）第2475号        平成28年 4月 1日
     や碧南73 碧南市羽根町３－７－１ （後発調２）第486号       平成30年 4月 1日
     0566-43-3071  (0566-43-3072) （在薬）第4902号          平成24年12月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2016280,075,8 キトー薬局向陽店 〒447-0871 （調基１）第1208号        平成28年 4月 1日
     や碧南75 碧南市向陽町１－８ （地支体）第824号         平成30年 4月 1日
     0566-93-9588  (0566-93-9587) （後発調３）第299号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1034号          平成29年 9月 1日
     （か薬）第361号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4364号          平成22年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2017280,080,8 スギ薬局　碧南雨池店〒447-0813 （調基１）第2476号        平成28年 4月 1日
     や碧南80 碧南市雨池町１－２ （後発調３）第472号       平成30年 4月 1日
     0566-45-2311  (0566-42-7088) （薬菌）第46号            平成21年 8月 1日
     （在調）第418号           平成26年 4月 1日
     （在薬）第4249号          平成21年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2018280,081,6 ひがしやま薬局 〒447-0051 （調基１）第2857号        平成29年 4月 1日
     や碧南81 碧南市東山町３－７０－３ （地支体）第327号         平成30年 4月 1日
     0566-45-2677  (0566-45-2688) （か薬）第1078号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4327号          平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2019280,082,4 イゲタヤ薬局 〒447-0864 （調基１）第1209号        平成28年 4月 1日
     や碧南82 碧南市道場山町２－１０－２ （後発調３）第57号        平成30年 4月 1日
     0566-41-0943  (0566-48-8050) （か薬）第57号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第4386号          平成22年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2020280,086,5 マミー薬局 〒447-0879 （調基１）第1210号        平成28年 4月 1日
     や碧南86 碧南市沢渡町９４－５ （地支体）第200号         平成30年 4月 1日
     0566-46-0055  (0566-46-0056) （か薬）第1965号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第4871号          平成24年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2021280,087,3 ファミリー調剤薬局西〒447-0076 （調基２）第10号          平成30年 4月 1日
     や碧南87 端店 碧南市白砂町３－２７ （後発調３）第58号        平成30年 4月 1日
     0566-91-8900  (0566-91-8901) （か薬）第174号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5084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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  231

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2022280,089,9 スギ薬局　碧南城山店〒447-0037 （調基１）第2477号        平成28年 4月 1日
     や碧南89 碧南市城山町１－６ （地支体）第431号         平成30年 4月 1日
     0566-43-6300  (0566-43-6301) （後発調２）第487号       平成30年 4月 1日
     （在調）第723号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第969号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5283号          平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2023280,091,5 そら調剤薬局　作塚店〒447-0873 （調基３ロ）第77号        平成30年 4月 1日
     や碧南91 碧南市栗山町１－６４ （後発調３）第172号       平成30年 4月 1日
     0566-43-3033  (0566-43-3034) （か薬）第362号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5537号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2024280,092,3 ファーマライズ薬局　〒447-0868 （調基３イ）第157号       平成30年 4月 1日
     や碧南92 新川店 碧南市松江町６－４６－２ （在調）第862号           平成28年 9月 1日
     0566-46-3521  (0566-46-3523) （か薬）第1635号          平成28年 9月 1日
     （在薬）第5738号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2025280,093,1 スギ薬局　碧南坂口店〒447-0087 （調基１）第2935号        平成29年 5月 1日
     や碧南93 碧南市坂口町１－３７－１ （後発調１）第630号       平成30年 4月 1日
     0566-45-7571  (0566-45-7572) （在薬）第5915号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2026280,094,9 きずな薬局 〒447-0877 （調基１）第2960号        平成29年 7月 1日
     や碧南94 碧南市栄町２－６７ （か薬）第2375号          平成30年 3月 1日
     0566-57-2299  (0566-57-2275) （在薬）第5935号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2027280,095,6 さくら薬局 〒447-0863 （調基１）第3033号        平成29年10月 1日
     や碧南95 碧南市新川町２－９３－１ （地支体）第271号         平成30年 4月 1日
     0566-48-6001  (0566-48-7851) （後発調１）第380号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1059号          平成29年10月 1日
     （か薬）第2232号          平成29年10月 1日
     （在薬）第6009号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2028280,096,4 さくら薬局　碧南日進〒447-0889 （調基１）第3034号        平成29年10月 1日
     や碧南96 店 碧南市東浦町３－９５ （後発調２）第332号       平成30年 4月 1日
     0566-46-4025  (0566-48-6743) （在調）第1060号          平成29年11月 1日
     （か薬）第2233号          平成29年10月 1日
     （在薬）第6010号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2029280,097,2 さくら薬局　中央店 〒447-0879 （調基１）第3035号        平成29年10月 1日
     や碧南97 碧南市沢渡町３３ （後発調３）第408号       平成30年 4月 1日
     0566-46-4007  (0566-41-0669) （か薬）第2234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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  232

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2030280,098,0 さくら薬局　荒子店 〒447-0038 （調基１）第3036号        平成29年10月 1日
     や碧南98 碧南市荒子町２－３－１ （地支体）第504号         平成30年 4月 1日
     0566-43-3121  (0566-42-1761) （後発調１）第381号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1061号          平成29年10月 1日
     （か薬）第2235号          平成29年10月 1日
     （在薬）第6011号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2031280,099,8 修生堂石川薬局 〒447-0886 （調基１）第3101号        平成30年 1月 1日
     や碧南99 碧南市源氏町４－３５
     0566-41-0902  (0566-41-1921)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2032290,023,6 刈谷みさき薬局 〒448-0855 （調基１）第1211号        平成28年 4月 1日
     や刈谷23 刈谷市大正町３－５３
     0566-22-2491  (0566-22-2491)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2033290,032,7 つかもと薬局 〒448-0004 （調基１）第1212号        平成28年 4月 1日
     や刈谷32 刈谷市泉田町城前２０８ （地支体）第81号          平成30年 4月 1日
     0566-93-4990  (0566-36-4991) （か薬）第15号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第5259号          平成26年 6月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2034290,054,1 株式会社岡本薬局イト〒448-0844 （調基１）第15号          平成28年 4月 1日
     や刈谷54 ーピア店 刈谷市広小路６－２７イトーピア （か薬）第1880号          平成29年 4月 1日
     刈谷マンション１階 （在薬）第905号           平成 6年11月 1日
     0566-23-7666  (0566-23-7114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2035290,058,2 さくら薬局 〒448-0028 （調基１）第1214号        平成28年 4月 1日
     や刈谷58 刈谷市桜町２－６１ （在薬）第897号           平成 6年11月 1日
     0566-21-1544  (0566-21-1550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2036290,067,3 若松調剤薬局 〒448-0858 （調基１）第2099号        平成28年 4月 1日
     や刈谷67 刈谷市若松町６－３７－２ （地支体）第82号          平成30年 4月 1日
     0566-27-8803  (0566-27-7268) （後発調１）第77号        平成30年 4月 1日
     （か薬）第175号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2388号          平成14年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2037290,068,1 キトー薬局八幡店 〒448-0832 （調基１）第2100号        平成28年 4月 1日
     や刈谷68 刈谷市八幡町７－４６ （地支体）第783号         平成30年 4月 1日
     0566-21-9690  (0566-21-3148) （在調）第1032号          平成29年 9月 1日
     （か薬）第759号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3658号          平成19年 8月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2038290,072,3 くすりの村薬局 〒448-0812 （調基１）第381号         平成28年 4月 1日
     や刈谷72 刈谷市高須町坤３０－６ （後発調２）第148号       平成30年 4月 1日
     0566-24-2410  (0566-24-2410) （か薬）第101号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1493号          平成 9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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  233

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2039290,074,9 ライフ調剤薬局 〒448-0816 （調基２）第31号          平成30年 4月 1日
     や刈谷74 刈谷市半城土西町１－２０－１３ （後発調１）第136号       平成30年 4月 1日
     0566-62-1250  (0566-62-1250) （か薬）第760号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2903号          平成15年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2040290,076,4 ヨシケン岩月薬局 〒448-0852 （調基１）第1216号        平成28年 4月 1日
     や刈谷76 刈谷市住吉町１－４－３ （地支体）第272号         平成30年 4月 1日
     0566-23-1557  (0566-23-0057) （後発調３）第173号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第58号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第1889号          平成11年 6月18日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2041290,079,8 こぐま薬局井ケ谷店 〒448-0001 （調基１）第1217号        平成28年 4月 1日
     や刈谷79 刈谷市井ケ谷町久伝原１－４ （後発調３）第545号       平成30年 5月 1日
     0566-35-0077  (0566-35-0077) （在薬）第2553号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2042290,081,4 キトー薬局山池店 〒448-0036 （調基１）第2102号        平成28年 4月 1日
     や刈谷81 刈谷市山池町３－１０６－２ （地支体）第784号         平成30年 4月 1日
     0566-23-6572  (0566-23-6572) （後発調３）第300号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1033号          平成29年 9月 1日
     （か薬）第1080号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2437号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2043290,082,2 トキワ薬局 〒448-0028 （調基１）第2579号        平成28年 4月 1日
     や刈谷82 刈谷市桜町１－４３ （在薬）第2356号          平成13年11月 1日
     0566-21-1677  (0566-21-1677)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2044290,084,8 とも調剤薬局 〒448-0802 （調基１）第1218号        平成28年 4月 1日
     や刈谷84 刈谷市末広町３－３－１９ （後発調２）第253号       平成30年 4月 1日
     0566-63-2884  (0566-63-2885) （後発調３）第563号       平成30年 6月 1日
     （か薬）第1771号          平成28年12月 1日
     （在薬）第2439号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2045290,085,5 クローバー調剤薬局 〒448-0852 （調基１）第1219号        平成28年 4月 1日
     や刈谷85 刈谷市住吉町２－１０－８ （地支体）第201号         平成30年 4月 1日
     0566-63-7222  (0566-63-7223) （在調）第1162号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第761号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2440号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2046290,086,3 しいの木薬局 〒448-0851 （調基２）第101号         平成30年 4月 1日
     や刈谷86 刈谷市神田町２－６８ （か薬）第762号           平成28年 4月 1日
     0566-62-6661  (0566-62-6666) （在薬）第2752号          平成15年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2047290,091,3 薬局サングリーン刈谷〒448-0037 （調基１）第2103号        平成28年 4月 1日
     や刈谷91 店 刈谷市高倉町３－５１０ （後発調３）第231号       平成30年 4月 1日
     0566-27-6280  (0566-27-6280) （か薬）第1081号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3016号          平成16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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  234

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2048290,092,1 あいおい薬局 〒448-0027 （調基１）第16号          平成28年 4月 1日
     や刈谷92 刈谷市相生町２－１７－１ （後発調１）第384号       平成30年 4月 1日
     0566-23-7787  (0566-70-8139) （か薬）第1881号          平成29年 4月 1日
     （在薬）第3216号          平成17年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2049290,093,9 ひだか薬局 〒448-0037 （調基１）第2104号        平成28年 4月 1日
     や刈谷93 刈谷市高倉町４－１１２ （後発調２）第254号       平成30年 4月 1日
     0566-62-6855  (0566-62-6856) （在薬）第4157号          平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2050290,094,7 たかはま薬局 〒448-0807 （調基１）第1221号        平成28年 4月 1日
     や刈谷94 刈谷市東刈谷町２－１３－１５ （後発調１）第78号        平成30年 4月 1日
     0566-21-5673  (0566-21-3465) （在薬）第3266号          平成17年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2051290,098,8 ペパーミント薬局 〒448-0844 （調基１）第1222号        平成28年 4月 1日
     や刈谷98 刈谷市広小路５－８－１１ （地支体）第825号         平成30年 4月 1日
     0566-63-6091  (0566-63-6092) （後発調２）第607号       平成30年 4月 1日
     （在調）第982号           平成29年 5月 1日
     （か薬）第1082号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3556号          平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2052290,101,0 つばさ薬局 〒448-0858 （調基２）第54号          平成30年 4月 1日
     や刈谷101 刈谷市若松町１－６岡部ビル３階 （在薬）第3618号          平成19年 6月 1日
     0566-62-6669  (0566-62-6663)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2053290,102,8 スギ薬局　高松店 〒448-0853 （調基１）第2478号        平成28年 4月 1日
     や刈谷102 刈谷市高松町３－４８ （在薬）第3969号          平成20年 9月 1日
     0566-22-2577  (0566-22-2529)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2054290,104,4 スギ薬局　築地店 〒448-0011 （調基１）第2479号        平成28年 4月 1日
     や刈谷104 刈谷市築地町３－２－３ （後発調１）第631号       平成30年 4月 1日
     0566-29-2181  (0566-29-2182) （か薬）第2046号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第3971号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2055290,105,1 スギ薬局　井ケ谷店 〒448-0001 （調基１）第2480号        平成28年 4月 1日
     や刈谷105 刈谷市井ケ谷町前田１４－１ （後発調１）第632号       平成30年 4月 1日
     0566-35-1722  (0566-35-1723) （在薬）第5402号          平成27年 1月22日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2056290,106,9 スギ薬局　刈谷矢場店〒448-0035 （調基１）第2481号        平成28年 4月 1日
     や刈谷106 刈谷市矢場町５－３１０ （後発調２）第699号       平成30年 5月 1日
     0566-63-5381  (0566-22-8581) （在薬）第3973号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2057290,107,7 こぐま薬局一ツ木店 〒448-0003 （調基１）第1223号        平成28年 4月 1日
     や刈谷107 刈谷市一ツ木町１－４－１５ （後発調３）第102号       平成30年 4月 1日
     0566-21-7511  (0566-21-7511) （在薬）第5916号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  235

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2058290,108,5 なごやか薬局 〒448-0803 （調基２）第51号          平成30年 4月 1日
     や刈谷108 刈谷市野田町沖ノ道３４－１ （か薬）第1933号          平成29年 5月 1日
     0566-70-9001  (0566-62-6163)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2059290,109,3 クオール薬局　一里山〒448-0002 （調基３ロ）第145号       平成30年 4月 1日
     や刈谷109 店 刈谷市一里山町中本山３６－１ （後発調１）第404号       平成30年 4月 1日
     0566-26-6880  (0566-26-6888) （後発調２）第700号       平成30年 5月 1日
     （在調）第258号           平成24年 9月 1日
     （か薬）第763号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4720号          平成24年 2月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2060290,111,9 東刈谷調剤薬局 〒448-0807 （調基２）第11号          平成30年 4月 1日
     や刈谷111 刈谷市東刈谷町１－９－９ （在薬）第4352号          平成22年 3月 1日
     0566-91-5112  (0566-91-5113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2061290,112,7 あおぞら調剤薬局 〒448-0006 （調基１）第1224号        平成28年 4月 1日
     や刈谷112 刈谷市西境町兵九前１１５ （地支体）第273号         平成30年 4月 1日
     0566-36-3131  (0566-36-3155) （後発調３）第411号       平成30年 4月 1日
     （在調）第749号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第764号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4387号          平成22年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2062290,113,5 ついじ調剤薬局 〒448-0011 （調基１）第382号         平成28年 4月 1日
     や刈谷113 刈谷市築地町１－１０－１ （か薬）第1411号          平成28年 5月 1日
     0566-91-5081  (0566-91-5082) （在薬）第4388号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2063290,114,3 しいの木薬局半城土店〒448-0816 （調基１）第1225号        平成28年 4月 1日
     や刈谷114 刈谷市半城土西町３－２－１６ （後発調１）第340号       平成30年 4月 1日
     0566-63-5252  (0566-63-5255) （か薬）第2291号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第4474号          平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2064290,115,0 コスモス調剤薬局　桜〒448-0001 （調基３イ）第23号        平成30年 4月 1日
     や刈谷115 島店 刈谷市井ケ谷町桜島４８－１エク （後発調２）第32号        平成30年 4月 1日
     セル桜島Ａ棟１階 （か薬）第2333号          平成30年 2月 1日
     0566-35-1775  (0566-35-1778) （在薬）第4758号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2065290,116,8 キョーワ薬局　刈谷店〒448-0813 （調基３イ）第158号       平成30年 4月 1日
     や刈谷116 刈谷市小垣江町石ノ戸８１－２ （後発調２）第409号       平成30年 4月 1日
     0566-91-3205  (0566-91-3206) （在調）第262号           平成24年10月 1日
     （か薬）第1320号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4841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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  236

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2066290,117,6 一二三薬局 〒448-0007 （調基１）第1227号        平成28年 4月 1日
     や刈谷117 刈谷市東境町児山１０８－７ （地支体）第202号         平成30年 4月 1日
     0566-45-6665  (0566-45-6006) （後発調１）第241号       平成30年 4月 1日
     （在調）第293号           平成25年11月 1日
     （か薬）第176号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4872号          平成24年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2067290,118,4 グラン調剤薬局 〒448-0004 （調基１）第84号          平成28年 4月 1日
     や刈谷118 刈谷市泉田町折戸１－１ （在薬）第4942号          平成25年 4月 1日
     0566-25-6310  (0566-25-6311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2068290,119,2 スギ薬局　刈谷松栄店〒448-0806 （調基１）第2482号        平成28年 4月 1日
     や刈谷119 刈谷市松栄町２－１５－１１ （後発調３）第473号       平成30年 4月 1日
     0566-63-5671  (0566-63-5672) （在薬）第5037号          平成25年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2069290,120,0 Ｖ・ｄｒｕｇ　刈谷中〒448-0026 （調基３イ）第63号        平成30年 4月 1日
     や刈谷120 山薬局 刈谷市中山町２－２９－１ （か薬）第2175号          平成29年 9月 1日
     0566-62-6400  (0566-62-6401) （在薬）第5098号          平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2070290,122,6 けやき調剤薬局 〒448-0807 （調基１）第1229号        平成28年 4月 1日
     や刈谷122 刈谷市東刈谷町３－１７－１２－ （地支体）第785号         平成30年 4月 1日
     ２ （後発調１）第554号       平成30年 4月 1日
     0566-45-6004  (0566-45-6094) （か薬）第177号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5426号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2071290,123,4 Ｋ調剤薬局 〒448-0806 （調基１）第1230号        平成28年 4月 1日
     や刈谷123 刈谷市松栄町２－６－５ （後発調３）第421号       平成30年 4月 1日
     0566-70-7401  (0566-70-7402) （か薬）第2062号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第5538号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2072290,124,2 スギ薬局　富士松店 〒448-0005 （調基１）第2483号        平成28年 4月 1日
     や刈谷124 刈谷市今川町山ノ端３ （後発調３）第474号       平成30年 4月 1日
     0566-70-7231  (0566-70-7232) （在薬）第5564号          平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2073290,125,9 キョーワ薬局　刈谷駅〒448-0841 （調基１）第2105号        平成28年 4月 1日
     や刈谷125 前店 刈谷市南桜町１－５８レオン南桜 （調基３イ）第159号       平成30年 4月 1日
     町１０２ （後発調３）第364号       平成30年 4月 1日
     0566-45-5566  (0566-45-5885) （か薬）第2101号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第5629号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2074290,126,7 しいの木薬局昭和店 〒448-0029 （調基１）第2961号        平成29年 7月 1日
     や刈谷126 刈谷市昭和町２－２０－１ （後発調１）第442号       平成30年 4月 1日
     0566-62-6688  (0562-62-6888) （か薬）第2359号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第5936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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  237

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2075290,127,5 幸生堂調剤薬局小垣江〒448-0813 （調基３ロ）第236号       平成30年 4月 1日
     や刈谷127 店 刈谷市小垣江町上広２４－１ （後発調２）第255号       平成30年 4月 1日
     0566-25-3363  (0566-25-3365) （在調）第1078号          平成29年11月 1日
     （か薬）第2189号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第5983号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2076290,128,3 幸生堂調剤薬局松栄町〒448-0806 （調基３ロ）第237号       平成30年 4月 1日
     や刈谷128 店 刈谷市松栄町３－１－１６ （在調）第1079号          平成29年11月 1日
     0566-62-4103  (0566-62-4135) （か薬）第2196号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第5985号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2077290,129,1 アトリアくすのき薬局〒448-0003 （調基１）第2997号        平成29年10月 1日
     や刈谷129 刈谷市一ツ木町鵜島１－２７５ （後発調３）第232号       平成30年 4月 1日
     0566-62-9090  (0566-62-9091) （在薬）第5973号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2078290,130,9 おおてまち調剤薬局 〒448-0857 （調基１）第3172号        平成30年 4月 1日
     や刈谷130 刈谷市大手町１－４１－１ （在薬）第6104号          平成30年 4月 1日
     0566-45-5555  (0566-45-5520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2079300,004,4 ウメムラ薬局 〒471-0077 （調基１）第2114号        平成28年 4月 1日
     や豊田4 豊田市竹生町４－１ （後発調２）第735号       平成30年 6月 1日
     0565-32-0027  (0565-33-1150) （後発調３）第427号       平成30年 4月 1日
     （在薬）第820号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2080300,060,6 健康堂薬局 〒473-0917 （調基１）第262号         平成28年 4月 1日
     や豊田60 豊田市若林西町六反ケ坪６５－２ （か薬）第2112号          平成29年 8月 1日
     0565-52-3303  (0565-52-0161) （在薬）第1101号          平成 6年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2081300,071,3 天野薬局 〒470-1218 （調基１）第1232号        平成28年 4月 1日
     や豊田71 豊田市上郷町５－１６－５青山ビ （在薬）第817号           平成 6年11月 1日
     ル
     0565-21-5375  (0565-21-5375)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2082300,095,2 ヘルスファーマシィは〒470-1218 （調基１）第2115号        平成28年 4月 1日
     や豊田95 る 豊田市上郷町４－１０－７ （後発調１）第242号       平成30年 4月 1日
     0565-21-5599  (0565-21-1329) （在薬）第830号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2083300,098,6 深津薬局 〒470-1203 （調基１）第1234号        平成28年 4月 1日
     や豊田98 豊田市幸町下郷中９－１ （在薬）第1975号          平成11年11月 1日
     0565-21-2551  (0565-21-5114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2084300,107,5 山口漢方薬局 〒470-0335 （調基１）第383号         平成28年 4月 1日
     や豊田107 豊田市青木町２－６１－４０ （在薬）第814号           平成 6年11月 1日
     0565-44-0769  (0565-44-0769)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  238

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2085300,115,8 ひまわり堂薬局 〒473-0924 （調基１）第1235号        平成28年 4月 1日
     や豊田115 豊田市花園町井田１０３ー６ （在薬）第1705号          平成10年 9月 1日
     0565-52-4081  (0565-52-4081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2086300,116,6 有限会社羽田薬局荒井〒470-0333 （調基１）第1236号        平成28年 4月 1日
     や豊田116 店 豊田市荒井町松島３６６－１ （か薬）第1867号          平成29年 3月 1日
     0565-46-8536  (0565-46-8536) （在薬）第2169号          平成12年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2087300,123,2 有限会社ホンダ薬局 〒471-0029 （調基１）第1237号        平成28年 4月 1日
     や豊田123 豊田市桜町１－８３ （在薬）第1064号          平成 6年11月 1日
     0565-32-1946  (0565-32-0025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2088300,124,0 ヤナセ東海調剤薬局　〒470-1201 （調基１）第1238号        平成28年 4月 1日
     や豊田124 豊栄店 豊田市豊栄町１１ー９０ー１ （地支体）第639号         平成30年 4月 1日
     0565-29-7102  (0565-29-1617) （後発調１）第555号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1083号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第1106号          平成 6年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2089300,125,7 ヘルスファーマシィタ〒473-0901 （在薬）第2816号          平成15年 6月 1日
     や豊田125 カキ大林店 豊田市御幸本町５－３１０－５
     0565-28-8456  (0565-71-0948)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2090300,129,9 梅ヶ枝屋薬局 〒444-2225 （調基１）第1239号        平成28年 4月 1日
     や豊田129 豊田市岩倉町柿田４４－２ （後発調３）第59号        平成30年 4月 1日
     0565-58-0163  (0565-58-1639) （か薬）第178号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4412号          平成22年 4月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2091300,133,1 トヨタ生活協同組合メ〒471-0833 （調基１）第1240号        平成28年 4月 1日
     や豊田133 グリア本部店薬局 豊田市山之手８－９２トヨタ生活 （在薬）第1701号          平成10年 9月 1日
     協同組合本部店１階
     0565-28-9279  (0565-28-9276)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2092300,136,4 有限会社ミズタ薬局 〒471-0827 （調基１）第384号         平成28年 4月 1日
     や豊田136 豊田市平山町１－１－４ （後発調１）第35号        平成30年 4月 1日
     0565-27-3869  (0565-27-3911) （か薬）第179号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1696号          平成10年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2093300,137,2 ヘルスバンク東海調剤〒473-0937 （調基１）第1241号        平成28年 4月 1日
     や豊田137 薬局星ケ丘店 豊田市西岡町星ケ丘１－１ （地支体）第640号         平成30年 4月 1日
     0565-51-1515  (0565-51-1516) （在調）第158号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第766号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1269号          平成 8年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2094300,142,2 中野薬局 〒471-0827 （調基１）第1243号        平成28年 4月 1日
     や豊田142 豊田市平山町６－４９ （後発調３）第301号       平成30年 4月 1日
     0565-28-0633  (0565-28-0633) （か薬）第102号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1329号          平成 9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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  239

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2095300,149,7 ヘルスバンクヤナセ東〒470-0373 （調基２）第102号         平成30年 4月 1日
     や豊田149 海調剤薬局四郷店 豊田市四郷町森前１３７－１ （後発調２）第609号       平成30年 4月 1日
     0565-43-2131  (0565-43-2132) （薬菌）第8号             平成13年11月 1日
     （在調）第159号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第366号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1481号          平成 9年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2096300,152,1 ヘルスバンクヤナセ東〒470-1219 （調基２）第103号         平成30年 4月 1日
     や豊田152 海調剤薬局うねべ店 豊田市畝部西町城ケ堀３７ー３ （在調）第477号           平成26年 9月 1日
     0565-25-0511  (0565-25-0512) （か薬）第768号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1561号          平成10年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2097300,156,2 スワ薬局 〒471-0879 （調基１）第1245号        平成28年 4月 1日
     や豊田156 豊田市長興寺１０－６０－１ （後発調３）第546号       平成30年 5月 1日
     0565-35-0888  (0565-35-0888) （か薬）第1657号          平成28年10月 1日
     （在薬）第1707号          平成11年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2098300,162,0 三宅薬局ながおか店 〒473-0923 （調基１）第1536号        平成28年 4月 1日
     や豊田162 豊田市中根町永丘１２－２ （地支体）第83号          平成30年 4月 1日
     0565-53-9009  (0565-53-9009) （後発調２）第150号       平成30年 4月 1日
     （在調）第160号           平成24年 4月 1日
     （在調）第1163号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第769号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第2413号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第1846号          平成11年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2099300,164,6 ころも薬局有限会社 〒471-0868 （調基１）第2117号        平成28年 4月 1日
     や豊田164 豊田市神田町１－５－５パーク神 （後発調２）第33号        平成30年 4月 1日
     田１階 （後発調３）第547号       平成30年 5月 1日
     0565-36-6360  (0565-36-6361) （か薬）第2226号          平成29年11月 1日
     （在薬）第1898号          平成11年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2100300,166,1 しずか薬局大清水店 〒470-0342 （調基１）第2118号        平成28年 4月 1日
     や豊田166 豊田市大清水町原山１０８－５ （地支体）第345号         平成30年 4月 1日
     0565-46-9100  (0565-46-9101) （後発調１）第376号       平成30年 4月 1日
     （在調）第348号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第1084号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第1891号          平成11年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2101300,171,1 ヘルスバンク東海調剤〒470-0345 （調基１）第1538号        平成28年 4月 1日
     や豊田171 薬局保見店 豊田市東保見町大門５２－４ （地支体）第641号         平成30年 4月 1日
     0565-43-1250  (0565-43-1256) （か薬）第771号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1956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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  240

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2102300,173,7 ナンブ薬局美里調剤セ〒471-0807 （調基２）第104号         平成30年 4月 1日
     や豊田173 ンター 豊田市広川町９－９４ （在調）第724号           平成28年 4月 1日
     0565-87-1848  (0565-87-1690) （か薬）第363号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2047号          平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2103300,174,5 トヨミ薬局 〒471-0027 （調基１）第3067号        平成29年11月20日
     や豊田174 豊田市喜多町２－１７０ＫｉＴＡ （在薬）第6039号          平成29年11月20日
     ＲＡ１０５
     0565-33-0405  (0565-33-0843)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2104300,186,9 ナンブ薬局青木調剤セ〒470-0335 （調基１）第2913号        平成29年 4月 1日
     や豊田186 ンター 豊田市青木町４－３５－１ （地支体）第840号         平成30年 4月 1日
     0565-46-9500  (0565-46-9501) （後発調１）第478号       平成30年 4月 1日
     （在調）第725号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第365号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2263号          平成13年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2105300,194,3 わかみや調剤薬局 〒471-0026 （調基１）第2120号        平成28年 4月 1日
     や豊田194 豊田市若宮町３－１２ （後発調２）第345号       平成30年 4月 1日
     0565-37-9060  (0565-37-9061) （在調）第673号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第1086号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2443号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2106300,195,0 あいち調剤薬局平戸橋〒470-0331 （調基１）第1541号        平成28年 4月 1日
     や豊田195 駅前店 豊田市平戸橋町石平７２ （地支体）第338号         平成30年 4月 1日
     0565-46-6688  (0565-46-6689) （在調）第960号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第367号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2616号          平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2107300,196,8 すずらん薬局 〒471-0812 （調基１）第2121号        平成28年 4月 1日
     や豊田196 豊田市野見町５－１４６－２ （地支体）第642号         平成30年 4月 1日
     0565-87-4789  (0565-87-4790) （後発調３）第302号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第772号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3052号          平成16年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2108300,197,6 どんぐり薬局 〒471-0857 （調基２）第105号         平成30年 4月 1日
     や豊田197 豊田市小川町４－４９ （在調）第574号           平成27年 8月 1日
     0565-37-3333  (0565-37-3334) （在薬）第4903号          平成25年 1月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2109300,198,4 Ｖ・ｄｒｕｇ　豊田大〒473-0902 （調基３イ）第64号        平成30年 4月 1日
     や豊田198 林薬局 豊田市大林町１７－７－１ （か薬）第1725号          平成28年11月 1日
     0565-25-1585  (0565-25-1566) （在薬）第2974号          平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2110300,200,8 ハロー薬局豊田店 〒471-0032 （調基３ロ）第78号        平成30年 4月 1日
     や豊田200 豊田市日南町５－４７－７ （か薬）第773号           平成28年 4月 1日
     0565-35-2071  (0565-35-2072) （在薬）第2741号          平成15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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  241

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2111300,201,6 アイン薬局豊田小坂店〒471-0035 （調基３ロ）第124号       平成30年 4月 1日
     や豊田201 豊田市小坂町７－６６－３ （後発調２）第256号       平成30年 4月 1日
     0565-37-1866  (0565-37-1867) （在調）第47号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第1321号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2795号          平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2112300,203,2 ライフ調剤薬局 〒471-0833 （調基１）第1247号        平成28年 4月 1日
     や豊田203 豊田市山之手５－１２３ （後発調１）第137号       平成30年 4月 1日
     0565-74-0516  (0565-74-0517) （か薬）第59号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第2830号          平成15年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2113300,207,3 メグリア調剤薬局トヨ〒471-0827 （調基２）第125号         平成30年 6月 1日
     や豊田207 タ記念病院前店 豊田市平山町２－１４－６ （薬菌）第17号            平成15年 9月 1日
     0565-27-0093  (0565-24-1041) （在調）第161号           平成24年 4月 1日
     （在薬）第2868号          平成15年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2114300,209,9 三聖堂薬局うめつぼ店〒471-0071 （調基３ロ）第200号       平成30年 4月 1日
     や豊田209 豊田市東梅坪町２－６６ （後発調３）第303号       平成30年 4月 1日
     0565-37-7593  (0565-37-7543) （か薬）第2086号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第2927号          平成16年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2115300,211,5 ダイキ薬局駒場店 〒473-0925 （調基１）第1249号        平成28年 4月 1日
     や豊田211 豊田市駒場町南９４ （後発調３）第548号       平成30年 5月 1日
     0565-57-3339  (0565-57-3330) （か薬）第180号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2991号          平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2116300,212,3 さくら調剤薬局 〒471-0879 （調基１）第3139号        平成30年 4月 1日
     や豊田212 豊田市長興寺１０－４０－１ （か薬）第774号           平成28年 4月 1日
     0565-36-0502  (0565-36-0512) （在薬）第3053号          平成16年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2117300,213,1 ライフ調剤薬局東山店〒471-0014 （調基１）第1250号        平成28年 4月 1日
     や豊田213 豊田市東山町２－２－１ （地支体）第367号         平成30年 4月 1日
     0565-88-1180  (0565-87-1580) （か薬）第60号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第3071号          平成16年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2118300,215,6 ハーブ調剤薬局 〒470-1215 （調基１）第1251号        平成28年 4月 1日
     や豊田215 豊田市広美町上之切３５－６ （後発調２）第258号       平成30年 4月 1日
     0565-25-0630  (0565-25-0631) （在薬）第4617号          平成23年 6月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2119300,217,2 コスモス薬局 〒471-0873 （調基１）第1252号        平成28年 4月 1日
     や豊田217 豊田市秋葉町１－２５－３ （か薬）第775号           平成28年 4月 1日
     0565-37-8283  (0565-37-8284) （在薬）第3146号          平成16年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2120300,219,8 有限会社川合薬局 〒470-1206 （調基１）第1253号        平成28年 4月 1日
     や豊田219 豊田市永覚新町１－１２－１ （後発調２）第610号       平成30年 4月 1日
     0565-28-3783  (0565-28-4268) （か薬）第1322号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3178号          平成17年 1月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  242

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2121300,221,4 メグリア調剤薬局　今〒471-0823 （調基１）第1254号        平成28年 4月 1日
     や豊田221 町店 豊田市今町２－６９－３ （在薬）第5022号          平成25年 5月 3日
     0565-29-8020  (0565-29-8020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2122300,227,1 有限会社安藤薬局 〒441-2513 （調基１）第1255号        平成28年 4月 1日
     や豊田227 豊田市稲武町寺下１２－６ （後発調１）第37号        平成30年 4月 1日
     0565-82-3022  (0565-82-3100) （在薬）第2128号          平成12年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2123300,228,9 キュア・ファーマ 〒471-0875 （調基１）第1256号        平成28年 4月 1日
     や豊田228 豊田市下市場町６－１－３ （後発調３）第233号       平成30年 4月 1日
     0565-35-9898  (0565-35-0828) （か薬）第1256号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3231号          平成17年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2124300,231,3 ぽぷり薬局ふじおか店〒470-0431 （調基１）第2123号        平成28年 4月 1日
     や豊田231 豊田市西中山町牛田６３－３５ （地支体）第274号         平成30年 4月 1日
     0565-75-3023  (0565-75-3024) （後発調１）第395号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第368号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3377号          平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2125300,233,9 まろん薬局 〒470-0343 （調基１）第1258号        平成28年 4月 1日
     や豊田233 豊田市浄水町原山２７４－２ （か薬）第2281号          平成29年12月 1日
     0565-46-4100  (0565-46-4102) （在薬）第3405号          平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2126300,237,0 オリーブ薬局 〒471-0025 （調基１）第1259号        平成28年 4月 1日
     や豊田237 豊田市西町４－２６－２ （後発調１）第733号       平成30年 6月 1日
     0565-37-3450  (0565-37-3451) （在薬）第3443号          平成18年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2127300,238,8 ゆう調剤薬局 〒471-0027 （調基１）第1260号        平成28年 4月 1日
     や豊田238 豊田市喜多町３－８０クラウンハ （後発調２）第410号       平成30年 4月 1日
     イツ１階 （在薬）第3454号          平成18年 8月 1日
     0565-32-9990  (0565-32-9991)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2128300,239,6 有限会社ユニコ豊田調〒471-0006 （調基１）第1261号        平成28年 4月 1日
     や豊田239 剤薬局市木店 豊田市市木町谷耳太７－１ （後発調１）第138号       平成30年 4月 1日
     0565-87-1750  (0565-87-1760) （在薬）第3558号          平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2129300,244,6 ことぶきや薬局 〒471-0834 （調基１）第263号         平成28年 4月 1日
     や豊田244 豊田市寿町２－１４－１ （後発調３）第26号        平成30年 4月 1日
     0565-27-3610  (0565-27-3661) （か薬）第776号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3569号          平成19年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2130300,247,9 ナンブ薬局うねべ店 〒470-1211 （調基１）第1262号        平成28年 4月 1日
     や豊田247 豊田市畝部東町西丹波１５－６ （地支体）第826号         平成30年 4月 1日
     0565-25-0223  (0565-25-0224) （か薬）第369号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3742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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  243

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2131300,249,5 センター調剤薬局豊田〒470-0343 （調基２）第106号         平成30年 4月 1日
     や豊田249 厚生病院前店 豊田市浄水町伊保原４８１－１ （後発調１）第556号       平成30年 4月 1日
     0565-46-7331  (0565-46-7332) （薬菌）第28号            平成19年12月 1日
     （在調）第162号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第1087号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3698号          平成19年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2132300,250,3 マイ調剤薬局浄水店 〒470-0343 （調基１）第1263号        平成28年 4月 1日
     や豊田250 豊田市浄水町南平５５ （後発調２）第611号       平成30年 4月 1日
     0565-46-6260  (0565-46-6266) （在薬）第3699号          平成19年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2133300,252,9 調剤薬局しらき 〒470-0343 （調基１）第1264号        平成28年 4月 1日
     や豊田252 豊田市浄水町伊保原４２３－３ （地支体）第84号          平成30年 4月 1日
     0565-48-6400  (0565-48-7171) （在調）第232号           平成24年 6月 1日
     （か薬）第2047号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第3712号          平成20年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2134300,253,7 Ｖ・ｄｒｕｇ　浄水薬〒470-0343 （調基１）第1265号        平成28年 4月 1日
     や豊田253 局 豊田市浄水土地区画整理地２０８ （か薬）第2376号          平成30年 3月 1日
     Ｂ５Ｌ （在薬）第3713号          平成20年 1月 1日
     0565-46-8335  (0565-46-8336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2135300,254,5 メグリア調剤薬局浄水〒470-0343 （調基１）第1266号        平成28年 4月 1日
     や豊田254 店 豊田市浄水土地区画整理地内２４ （後発調２）第612号       平成30年 4月 1日
     ０ブロック５－２ （か薬）第182号           平成28年 4月 1日
     0565-46-8125  (0565-46-8126) （在薬）第3714号          平成20年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2136300,255,2 メープル調剤薬局 〒473-0907 （調基２）第76号          平成30年 4月 1日
     や豊田255 豊田市竜神町錦１７－３ （後発調３）第174号       平成30年 4月 1日
     0565-25-3737  (0565-25-2707) （か薬）第777号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3715号          平成20年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2137300,256,0 沖勘六薬局　ＡＮＮＥ〒471-0014 （調基１）第1267号        平成28年 4月 1日
     や豊田256 Ｘ 豊田市東山町１－５－７高橋第２ （か薬）第2331号          平成30年 2月 1日
     ビル１階 （在薬）第3716号          平成20年 1月 1日
     0565-80-0655  (0565-80-0688)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2138300,259,4 スギヤマ薬局豊田浄水〒470-0343 （調基１）第2125号        平成28年 4月 1日
     や豊田259 店 豊田市浄水町伊保原４５９－１ （後発調１）第418号       平成30年 4月 1日
     0565-46-9911  (0565-46-9922) （在薬）第3834号          平成20年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2139300,260,2 キョーワ薬局　豊田西〒473-0934 （調基３イ）第237号       平成30年 4月 1日
     や豊田260 店 豊田市前林町陣田８５－２ （か薬）第778号           平成28年 4月 1日
     0565-51-3507  (0565-51-3508) （在薬）第3857号          平成20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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  244

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2140300,262,8 スギヤマ薬局美里店 〒471-0807 （調基１）第2126号        平成28年 4月 1日
     や豊田262 豊田市広川町１０－５５－１ （地支体）第368号         平成30年 4月 1日
     0565-87-1171  (0565-87-3062) （在調）第163号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第1860号          平成29年 3月 1日
     （在薬）第3859号          平成20年 8月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2141300,265,1 スギ薬局　宮町店 〒471-0043 （調基１）第2484号        平成28年 4月 1日
     や豊田265 豊田市宮町５－５３ （地支体）第432号         平成30年 4月 1日
     0565-35-7151  (0565-36-6167) （在調）第909号           平成28年11月 1日
     （か薬）第1727号          平成28年11月 1日
     （在薬）第3974号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2142300,266,9 スギ薬局　梅坪店 〒471-0063 （調基１）第3108号        平成30年 1月18日
     や豊田266 豊田市京町３－１０２－２ （後発調２）第488号       平成30年 4月 1日
     0565-35-6338  (0565-36-6170) （在薬）第6088号          平成30年 1月18日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2143300,267,7 スギ薬局　豊田高上店〒471-0013 （調基１）第2486号        平成28年 4月 1日
     や豊田267 豊田市高上１－１５－５ （後発調２）第489号       平成30年 4月 1日
     0565-41-8195  (0565-41-8196) （在調）第661号           平成28年 2月18日
     （在薬）第5630号          平成28年 2月18日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2144300,268,5 スギ薬局　竹村店 〒473-0913 （調基１）第2487号        平成28年 4月 1日
     や豊田268 豊田市竹元町上の山下１ （地支体）第433号         平成30年 4月 1日
     0565-51-0105  (0565-51-0106) （後発調１）第634号       平成30年 4月 1日
     （在調）第421号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第1453号          平成28年 5月 1日
     （在薬）第3977号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2145300,269,3 スギ薬局　青木店 〒470-0335 （調基１）第2488号        平成28年 4月 1日
     や豊田269 豊田市青木町１－７０－１８ （地支体）第434号         平成30年 4月 1日
     0565-46-9151  (0565-46-9152) （後発調１）第635号       平成30年 4月 1日
     （在調）第467号           平成26年 9月 1日
     （か薬）第1812号          平成29年 1月 1日
     （在薬）第3978号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2146300,270,1 スギ薬局　メグリア朝〒471-0031 （調基１）第2489号        平成28年 4月 1日
     や豊田270 日店 豊田市朝日町１－６－１メグリア （後発調１）第636号       平成30年 4月 1日
     朝日店 （在薬）第5462号          平成27年 6月 4日
     0565-36-0866  (0565-36-0865)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2147300,271,9 スギ薬局　元宮店 〒471-0871 （調基１）第2490号        平成28年 4月 1日
     や豊田271 豊田市元宮町５－２６－１ （後発調２）第490号       平成30年 4月 1日
     0565-36-0160  (0565-36-0161) （在薬）第3980号          平成20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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  245

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2148300,272,7 スギ薬局　メグリアエ〒471-0828 （調基１）第2755号        平成28年 9月16日
     や豊田272 ムパーク店 豊田市前山町１－２６メグリアエ （地支体）第435号         平成30年 4月 1日
     ムパーク１階 （後発調２）第491号       平成30年 4月 1日
     0565-74-2010  (0565-74-2011) （在調）第897号           平成28年 9月16日
     （か薬）第1698号          平成28年 9月16日
     （在薬）第5793号          平成28年 9月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2149300,273,5 スギ薬局　神田店 〒471-0868 （調基１）第2492号        平成28年 4月 1日
     や豊田273 豊田市神田町２－３－２ （後発調３）第475号       平成30年 4月 1日
     0565-37-7531  （在薬）第3982号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2150300,274,3 スギ薬局　山之手店 〒471-0833 （調基１）第2493号        平成28年 4月 1日
     や豊田274 豊田市山之手７－７７－１ （後発調２）第492号       平成30年 4月 1日
     0565-71-5525  (0565-71-5526) （在調）第420号           平成26年 4月 1日
     （在薬）第3983号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2151300,276,8 スギ薬局　深田店 〒471-0841 （調基１）第2494号        平成28年 4月 1日
     や豊田276 豊田市深田町１－５５－１ （地支体）第436号         平成30年 4月 1日
     0565-25-3589  (0565-26-8510) （後発調２）第493号       平成30年 4月 1日
     （在調）第468号           平成26年 9月 1日
     （か薬）第970号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3984号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2152300,277,6 スギ薬局　藤岡店 〒470-0431 （調基１）第2495号        平成28年 4月 1日
     や豊田277 豊田市西中山町牛田６３－１ （後発調１）第637号       平成30年 4月 1日
     0565-75-3160  (0565-75-3161) （在調）第423号           平成26年 4月 1日
     （在薬）第3985号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2153300,279,2 ブライト調剤薬局　井〒470-0372 （調基１）第1268号        平成28年 4月 1日
     や豊田279 上店 豊田市井上町１０－１－４３ （後発調２）第346号       平成30年 4月 1日
     0565-45-7678  (0565-42-2288) （在薬）第4106号          平成20年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2154300,280,0 浦野薬局 〒470-0373 （調基１）第2127号        平成28年 4月 1日
     や豊田280 豊田市四郷町東畑３１１ （在薬）第4140号          平成21年 1月 1日
     0565-45-0131  (0565-45-0544)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2155300,282,6 有限会社羽田薬局高橋〒471-0019 （調基１）第1269号        平成28年 4月 1日
     や豊田282 店 豊田市高橋町１－６７－３ （後発調３）第175号       平成30年 4月 1日
     0565-42-2766  (0565-42-2766) （か薬）第1869号          平成29年 3月 1日
     （在薬）第4166号          平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2156300,283,4 くるみ調剤薬局とよた〒471-0013 （調基１）第3140号        平成30年 4月 1日
     や豊田283 店 豊田市高上１－１３－１０ （後発調１）第38号        平成30年 4月 1日
     0565-41-4057  (0565-41-4058) （在薬）第4167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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  246

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2157300,284,2 ヤナセ東海調剤薬局　〒470-1201 （調基１）第2593号        平成28年 4月 1日
     や豊田284 ひがし豊栄店 豊田市豊栄町１０－６１－２ （か薬）第370号           平成28年 4月 1日
     0565-28-6112  (0565-28-6118) （在薬）第4181号          平成21年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2158300,287,5 みさと薬局 〒471-0869 （調基１）第1270号        平成28年 4月 1日
     や豊田287 豊田市十塚町３－５ （後発調１）第557号       平成30年 4月 1日
     0565-42-2846  (0565-42-2847) （薬菌）第116号           平成26年 8月 1日
     （か薬）第1966号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第4228号          平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2159300,289,1 ヘルスバンクヤナセ薬〒471-0828 （調基１）第1271号        平成28年 4月 1日
     や豊田289 局　前山店 豊田市前山町３－９－１リューノ （地支体）第643号         平成30年 4月 1日
     スビル１階 （後発調２）第613号       平成30年 4月 1日
     0565-27-0155  (0565-27-0223) （か薬）第1088号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4250号          平成21年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2160300,291,7 でめきん薬局 〒471-0855 （調基１）第264号         平成28年 4月 1日
     や豊田291 豊田市柿本町６－２１－３ （後発調２）第614号       平成30年 4月 1日
     0565-28-9022  (0565-28-9033) （在調）第996号           平成29年 6月 1日
     （か薬）第2442号          平成30年 5月 1日
     （在薬）第4389号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2161300,292,5 オレンジ薬局 〒471-0025 （調基２）第107号         平成30年 4月 1日
     や豊田292 豊田市西町６－７－１ （か薬）第377号           平成28年 4月 1日
     0565-36-5100  (0565-36-5117) （在薬）第4339号          平成22年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2162300,295,8 にしまち調剤薬局 〒471-0025 （調基１）第2129号        平成28年 4月 1日
     や豊田295 豊田市西町６－３－１サンコーポ （地支体）第726号         平成30年 4月 1日
     豊田１Ｂ （後発調１）第669号       平成30年 4月 1日
     0565-32-2771  (0565-32-8817) （か薬）第2010号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第4457号          平成22年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2163300,296,6 豊田調剤薬局　ふくじ〒470-1214 （調基１）第1272号        平成28年 4月 1日
     や豊田296 ゅ店 豊田市福受町下ノ切８０－３ （後発調１）第139号       平成30年 4月 1日
     0565-21-8988  (0565-21-8987) （か薬）第2414号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第4506号          平成22年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2164300,297,4 ホワイト調剤薬局 〒470-0348 （調基１）第2936号        平成29年 5月 1日
     や豊田297 豊田市貝津町箕輪２１８－１ （か薬）第2377号          平成30年 3月 1日
     0565-46-1439  (0565-46-1441) （在薬）第4523号          平成22年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2165300,300,6 おはよう調剤薬局 〒470-0373 （調基１）第166号         平成28年 4月 1日
     や豊田300 豊田市四郷町千田６４－２ （在薬）第4537号          平成23年 2月 1日
     0565-45-4601  (0565-45-4602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  247

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2166300,302,2 ハロー薬局　豊田竜神〒473-0907 （調基３ロ）第79号        平成30年 4月 1日
     や豊田302 店 豊田市竜神町竜神２３－２ （後発調３）第176号       平成30年 4月 1日
     0565-25-2921  (0565-25-2922) （在薬）第4636号          平成23年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2167300,306,3 スギ薬局　美里店 〒471-0805 （調基１）第2496号        平成28年 4月 1日
     や豊田306 豊田市美里５－１０－６ （後発調２）第494号       平成30年 4月 1日
     0565-87-3571  (0565-80-6122) （在調）第578号           平成27年 9月 1日
     （在薬）第4686号          平成23年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2168300,308,9 くるみ調剤薬局　とよ〒473-0911 （調基１）第3141号        平成30年 4月 1日
     や豊田308 た本町店 豊田市本町高根１４－２ （地支体）第644号         平成30年 4月 1日
     0565-42-5693  (0565-42-5694) （後発調２）第34号        平成30年 4月 1日
     （か薬）第1658号          平成28年10月 1日
     （在薬）第4693号          平成24年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2169300,309,7 かりん薬局豊田今町調〒471-0823 （調基１）第1273号        平成28年 4月 1日
     や豊田309 剤センター 豊田市今町６－２７－１ （後発調１）第479号       平成30年 4月 1日
     0565-42-5531  (0565-42-5532) （薬菌）第260号           平成29年 2月 1日
     （在薬）第4707号          平成24年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2170300,310,5 はなまる調剤薬局 〒471-0831 （調基１）第1274号        平成28年 4月 1日
     や豊田310 豊田市司町５－１２－３ （地支体）第645号         平成30年 4月 1日
     0565-42-5521  (0565-42-5527) （後発調１）第558号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第781号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4708号          平成24年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2171300,311,3 クオール薬局豊田さな〒470-0361 （調基３ロ）第24号        平成30年 4月 1日
     や豊田311 げ店 豊田市猿投町入道１２－１ （後発調１）第140号       平成30年 4月 1日
     0565-46-9789  (0565-46-9790) （在調）第863号           平成28年10月 1日
     （か薬）第103号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4721号          平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2172300,312,1 タウン調剤薬局 〒471-0833 （調基１）第1275号        平成28年 4月 1日
     や豊田312 豊田市山之手３－９４吉野ビル１ （後発調２）第615号       平成30年 4月 1日
     階 （在薬）第4722号          平成24年 3月 1日
     0565-27-8800  (0565-27-8801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2173300,317,0 昭和堂薬局 〒444-2424 （調基１）第2号           平成28年 4月 1日
     や豊田317 豊田市足助町石橋６
     0565-62-0173  (0565-62-0173)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2174300,319,6 くるみ調剤薬局　とよ〒470-1207 （調基１）第3142号        平成30年 4月 1日
     や豊田319 た東店 豊田市鴛鴨町小畔屋敷１２９－２ （後発調２）第35号        平成30年 4月 1日
     0565-42-7513  (0565-42-7514) （か薬）第1470号          平成28年 5月25日
     （在薬）第4943号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  248

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2175300,320,4 山之手薬局 〒471-0832 （調基１）第1276号        平成28年 4月 1日
     や豊田320 豊田市丸山町８－３５－７ （後発調２）第259号       平成30年 4月 1日
     0565-42-8680  (0565-42-8681)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2176300,321,2 Ｚｉｐファーマシー白〒473-0917 （調基１）第2130号        平成28年 4月 1日
     や豊田321 沢若林薬局 豊田市若林西町象面１７８ （調基３ロ）第201号       平成30年 4月 1日
     0565-54-1600  (0565-54-1600) （後発調１）第559号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第782号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5003号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2177300,322,0 エムハート薬局　こざ〒471-0034 （調基３ロ）第25号        平成30年 4月 1日
     や豊田322 かほんまち店 豊田市小坂本町４－６－２ （後発調３）第234号       平成30年 4月 1日
     0565-35-0366  (0565-35-0369) （薬菌）第209号           平成27年 2月 1日
     （か薬）第2115号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第5023号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2178300,324,6 豊田調剤薬局　宅配セ〒471-0032 （調基１）第2131号        平成28年 4月 1日
     や豊田324 ンター 豊田市日南町１－２４－２ （か薬）第373号           平成28年 4月 1日
     0565-63-5837  (0565-35-3544) （在薬）第5038号          平成25年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2179300,325,3 豊田調剤薬局　神池店〒471-0804 （調基１）第1278号        平成28年 4月 1日
     や豊田325 豊田市神池町２－１２１３－１ （後発調３）第103号       平成30年 4月 1日
     0565-63-5961  (0656-63-5962) （在薬）第5088号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2180300,327,9 もちの木薬局　豊田藤〒470-0451 （調基１）第2132号        平成28年 4月 1日
     や豊田327 岡店 豊田市藤岡飯野町二反田４４５ （調基３イ）第238号       平成30年 4月 1日
     0565-75-2130  (0565-75-2131) （後発調３）第305号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1021号          平成29年 8月 1日
     （か薬）第1257号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5111号          平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2181300,328,7 豊田調剤薬局山之手店〒471-0833 （調基１）第1279号        平成28年 4月 1日
     や豊田328 豊田市山之手２－９０ （地支体）第860号         平成30年 6月 1日
     0565-41-6858  (0565-41-6859) （後発調３）第104号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2360号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第5119号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2182300,329,5 すみれ薬局 〒473-0912 （調基１）第2133号        平成28年 4月 1日
     や豊田329 豊田市広田町西山７６－２ （後発調３）第304号       平成30年 4月 1日
     0565-51-1200  (0565-51-1203) （か薬）第1868号          平成29年 4月 1日
     （在薬）第5238号          平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2183300,330,3 レモン薬局豊田若林店〒473-0914 （調基１）第385号         平成28年 4月 1日
     や豊田330 豊田市若林東町宮間１５－２１ （後発調２）第347号       平成30年 4月 1日
     0565-51-5700  (0565-51-5701) （か薬）第1728号          平成28年11月 1日
     （在薬）第5232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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  249

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2184300,331,1 ポトス薬局とよたじょ〒470-0343 （調基１）第1280号        平成28年 4月 1日
     や豊田331 うすい店 豊田市浄水町伊保原１７１－１ （地支体）第727号         平成30年 4月 1日
     0565-43-3939  (0565-43-3911) （後発調２）第616号       平成30年 4月 1日
     （在調）第774号           平成28年 6月 1日
     （か薬）第374号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5297号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2185300,333,7 グッドライフファーマ〒471-0822 （調基１）第1281号        平成28年 4月 1日
     や豊田333 シー　水源公園店 豊田市水源町６－４－１ （か薬）第1612号          平成28年10月 1日
     0565-77-2955  (0565-77-6781) （在薬）第5327号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2186300,334,5 豊田調剤薬局　明和店〒471-0825 （調基２）第80号          平成30年 4月 1日
     や豊田334 豊田市明和町２－３２－３５ （か薬）第1934号          平成29年 5月 1日
     0565-47-7598  (0565-47-7698) （在薬）第5348号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2187300,335,2 豊田調剤薬局　ひので〒471-0075 （調基１）第1282号        平成28年 4月 1日
     や豊田335 店 豊田市日之出町２－１４－２０ （後発調１）第141号       平成30年 4月 1日
     0565-63-5914  (0565-63-5924) （か薬）第2430号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第5349号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2188300,336,0 豊田調剤薬局　西岡店〒473-0936 （調基１）第1283号        平成28年 4月 1日
     や豊田336 豊田市西岡町唐池３４－１ （地支体）第14号          平成30年 4月 1日
     0565-51-0670  (0565-51-0671) （後発調１）第39号        平成30年 4月 1日
     （か薬）第786号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5350号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2189300,337,8 豊田調剤薬局　梅坪店〒471-0063 （調基１）第1284号        平成28年 4月 1日
     や豊田337 豊田市京町４－８－１１ （後発調３）第27号        平成30年 4月 1日
     0565-41-6403  (0565-41-6602) （在調）第592号           平成27年11月 1日
     （か薬）第787号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5351号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2190300,338,6 さくら薬局 〒473-0907 （調基１）第94号          平成28年 4月 1日
     や豊田338 豊田市竜神町錦１９－１ （後発調２）第151号       平成30年 4月 1日
     0565-41-7395  (0565-41-7396) （か薬）第375号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5367号          平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2191300,339,4 トヨミ薬局　新豊田店〒471-0034 （調基１）第2134号        平成28年 4月 1日
     や豊田339 豊田市小坂本町１－１６ （地支体）第85号          平成30年 4月 1日
     0565-35-3470  (0565-35-3490) （後発調１）第142号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第788号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5382号          平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2192300,340,2 メグリア調剤薬局　大〒473-0902 （調基１）第1285号        平成28年 4月 1日
     や豊田340 林店 豊田市大林町１０－２３－３ （後発調２）第617号       平成30年 4月 1日
     0565-28-3110  (0565-28-3115)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  250

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2193300,341,0 ハーブ調剤薬局保見店〒470-0344 （調基１）第1286号        平成28年 4月 1日
     や豊田341 豊田市保見町横山１２５－４ （後発調３）第177号       平成30年 4月 1日
     0565-43-3085  (0565-43-3086)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2194300,342,8 そら豆薬局 〒470-1216 （調基１）第2135号        平成28年 4月 1日
     や豊田342 豊田市和会町稲葉４０ （後発調１）第243号       平成30年 4月 1日
     0565-21-8633  (0565-21-8634) （か薬）第1090号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5539号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2195300,345,1 あげはちょうざい薬局〒470-1207 （調基１）第2615号        平成28年 4月 1日
     や豊田345 豊田市鴛鴨町向山１７３－３ （後発調２）第333号       平成30年 4月 1日
     0565-74-0086  (0565-74-0085) （か薬）第1372号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5642号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2196300,346,9 つちはし薬局 〒471-0835 （調基１）第2663号        平成28年 8月 1日
     や豊田346 豊田市曙町３－８ （後発調３）第235号       平成30年 4月 1日
     0565-25-3500  (0565-25-3502) （か薬）第1849号          平成29年 3月 1日
     （在薬）第5686号          平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2197300,347,7 あおい調剤薬局 〒471-0046 （調基１）第2664号        平成28年 8月 1日
     や豊田347 豊田市本新町７－４８－６豊田ほ （後発調３）第178号       平成30年 4月 1日
     っとかん１階 （か薬）第1858号          平成29年 3月 1日
     0565-36-3107  (0565-36-3108) （在薬）第5687号          平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2198300,348,5 アイセイ薬局　豊田大〒444-3242 （調基３ロ）第136号       平成30年 4月 1日
     や豊田348 沼店 豊田市大沼町新井前東８６－１ （後発調２）第349号       平成30年 4月 1日
     0565-91-0800  (0565-90-2068) （在調）第898号           平成28年10月 1日
     （か薬）第2011号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第5794号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2199300,350,1 アイセイ薬局　豊田東〒471-0014 （調基３ロ）第134号       平成30年 4月 1日
     や豊田350 山店 豊田市東山町６－１０８４－６ （在調）第1051号          平成29年10月 1日
     0565-87-1071  (0565-88-8680) （か薬）第1700号          平成28年10月 1日
     （在薬）第5795号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2200300,351,9 スギヤマ薬局　陣中店〒471-0079 （調基１）第2756号        平成28年11月 1日
     や豊田351 豊田市陣中町２－１－１ （後発調２）第350号       平成30年 4月 1日
     0565-31-3311  (0565-63-5181) （在薬）第5796号          平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2201300,352,7 豊田調剤薬局　みたち〒471-0811 （調基１）第2772号        平成28年11月 1日
     や豊田352 店 豊田市御立町８－５３ （地支体）第86号          平成30年 4月 1日
     0565-63-5528  (0565-63-5538) （後発調１）第79号        平成30年 4月 1日
     （か薬）第2334号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第5816号          平成28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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  251

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2202300,353,5 朝日薬局　栄生町店 〒471-0067 （調基１）第2774号        平成28年12月 1日
     や豊田353 豊田市栄生町５－８－２ （か薬）第1782号          平成28年12月 1日
     0565-36-0203  (0565-36-0204) （在薬）第5822号          平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2203300,354,3 朝日薬局　梅坪店 〒471-0071 （調基１）第2775号        平成28年12月 1日
     や豊田354 豊田市東梅坪町８－８２－４ （後発調２）第351号       平成30年 4月 1日
     0565-36-5432  (0565-36-5433) （か薬）第1783号          平成28年12月 1日
     （在薬）第5823号          平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2204300,355,0 ふれあい薬局豊田宝町〒473-0908 （調基１）第3143号        平成30年 4月 1日
     や豊田355 店 豊田市宝町津花１０７－３ （地支体）第728号         平成30年 4月 1日
     0565-74-0444  (0565-74-0445) （後発調２）第701号       平成30年 5月 1日
     （在調）第916号           平成28年12月 1日
     （か薬）第1784号          平成28年12月 1日
     （在薬）第5824号          平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2205300,356,8 朝日薬局　豊田市駅店〒471-0026 （調基１）第2776号        平成28年12月 1日
     や豊田356 豊田市若宮町１－８－４ （地支体）第651号         平成30年 4月 1日
     0565-32-0148  (0565-31-0007) （か薬）第2415号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第5825号          平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2206300,357,6 あんず薬局 〒471-0013 （調基１）第2810号        平成29年 2月 1日
     や豊田357 豊田市高上２－１－１ （薬菌）第259号           平成29年 1月 1日
     0565-87-3330  (0565-87-3331) （在薬）第5852号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2207300,358,4 ポトス薬局　とよたう〒471-0064 （調基１）第2804号        平成29年 2月 1日
     や豊田358 めつぼ店 豊田市梅坪町６－３－１３ （地支体）第646号         平成30年 4月 1日
     0565-36-5515  (0565-36-5516) （後発調３）第331号       平成30年 4月 1日
     （在調）第983号           平成29年 5月 1日
     （か薬）第2285号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第5853号          平成29年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2208300,359,2 ユニコーン薬局 〒470-0374 （調基１）第2818号        平成29年 3月 1日
     や豊田359 豊田市伊保町下川原９７ （か薬）第2368号          平成30年 3月 1日
     0565-47-1189  (0565-47-0900) （在薬）第5866号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2209300,360,0 ヤナセ薬局　田中店 〒471-0845 （調基１）第2819号        平成29年 3月 1日
     や豊田360 豊田市田中町５－３８－２１ （後発調２）第618号       平成30年 4月 1日
     0565-85-8700  (0565-85-8720) （か薬）第2236号          平成29年11月 1日
     （在薬）第5867号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2210300,361,8 豊田調剤薬局　美里店〒471-0805 （調基１）第2833号        平成29年 3月 1日
     や豊田361 豊田市美里６－７－１３ （在薬）第5874号          平成29年 3月 1日
     0565-63-5515  (0565-63-5516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  252

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2211300,362,6 豊田調剤薬局　梅坪南〒471-0071 （調基１）第2858号        平成29年 4月 1日
     や豊田362 店 豊田市東梅坪町１０－１－１ （後発調３）第60号        平成30年 4月 1日
     0565-85-8800  (0565-85-8801) （か薬）第2363号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第5890号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2212300,363,4 豊田調剤薬局　梅坪北〒471-0071 （調基２）第12号          平成30年 4月 1日
     や豊田363 店 豊田市東梅坪町９－８－１５梅坪 （在薬）第5917号          平成29年 5月 1日
     丸太マンション１階
     0565-85-8830  (0565-85-8831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2213300,364,2 グリーン薬局 〒473-0917 （調基１）第2938号        平成29年 5月 1日
     や豊田364 豊田市若林西町後口６５ （か薬）第1935号          平成29年 5月 1日
     0565-51-1556  (0565-51-1557) （在薬）第5918号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2214300,365,9 みらい薬局 〒471-0064 （調基１）第2962号        平成29年 6月 1日
     や豊田365 豊田市梅坪町６－２－１ （地支体）第203号         平成30年 4月 1日
     0565-33-3605  (0565-33-3615) （後発調３）第236号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2073号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第5937号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2215300,366,7 エルブ調剤薬局　上郷〒470-1216 （調基１）第2985号        平成29年 9月 1日
     や豊田366 店 豊田市和会町稲葉２８－２ （後発調３）第61号        平成30年 4月 1日
     0565-85-7000  (0565-85-7001) （在薬）第5960号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2216300,367,5 イオン薬局イオンスタ〒471-0864 （調基３ロ）第147号       平成30年 4月 1日
     や豊田367 イル豊田 豊田市広路町１－１イオンスタイ （後発調２）第348号       平成30年 4月 1日
     ル豊田２階 （在薬）第5961号          平成29年 9月 1日
     0565-37-9220  (0565-37-9221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2217300,368,3 豊田調剤薬局　柿本店〒471-0855 （調基１）第2998号        平成29年10月 1日
     や豊田368 豊田市柿本町７－６６－５ （後発調３）第179号       平成30年 4月 1日
     0565-85-8910  (0565-85-8911) （在薬）第5995号          平成29年10月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2218300,369,1 たんぽぽ薬局　豊田セ〒471-0061 （調基１）第3058号        平成29年12月 1日
     や豊田369 ンター店 豊田市若草町３－２５ （後発調２）第411号       平成30年 4月 1日
     0565-31-2561  (0565-31-2562) （在調）第1193号          平成30年 5月 1日
     （在薬）第6029号          平成29年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2219300,370,9 ヤナセ薬局　土橋店 〒471-0835 （調基１）第3068号        平成30年 1月 1日
     や豊田370 豊田市曙町２－２９－３ （後発調３）第306号       平成30年 4月 1日
     0565-42-2211  (0565-42-2212) （在薬）第6040号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2220300,371,7 あおば薬局 〒473-0939 （調基１）第3198号        平成30年 5月 1日
     や豊田371 豊田市堤本町本地１０ （後発調１）第734号       平成30年 5月 1日
     0565-51-1230  (0565-51-1230) （か薬）第2446号          平成30年 5月 1日
     （在薬）第6163号          平成30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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  253

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2221310,004,2 合同会社エビス薬局 〒446-0008 （調基１）第17号          平成28年 4月 1日
     や安城4 安城市今本町１－７－２５ （在薬）第358号           平成 6年11月 1日
     0566-97-8561  (0566-97-9920)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2222310,037,2 有限会社カネマン薬局〒444-1221 （調基１）第98号          平成28年 4月 1日
     や安城37 安城市和泉町北本郷２５ （在薬）第368号           平成 6年11月 1日
     0566-92-0008  (0566-92-5667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2223310,042,2 有限会社サワ薬局 〒444-1154 （調基１）第2137号        平成28年 4月 1日
     や安城42 安城市桜井町茶屋坊１３－５中央 （在薬）第371号           平成 6年11月 1日
     マンション安城１階
     0566-99-2271  (0566-99-2271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2224310,048,9 ハマイカリ山口旭薬局〒446-0032 （調基１）第2138号        平成28年 4月 1日
     や安城48 安城市御幸本町１４－３ （後発調３）第105号       平成30年 4月 1日
     0566-77-3998  (0566-76-3526) （か薬）第184号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第527号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2225310,049,7 ナガイ薬局 〒446-0072 （調基１）第1287号        平成28年 4月 1日
     や安城49 安城市住吉町荒曽根１５０－１１
     0566-98-8089  (0566-98-8289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2226310,052,1 鈴木薬局 〒444-1213 （調基１）第1288号        平成28年 4月 1日
     や安城52 安城市東端町新子１０－４ （後発調２）第260号       平成30年 4月 1日
     0566-42-0156  (0566-41-9507) （在薬）第375号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2227310,056,2 ファーマシーパル 〒446-0065 （調基１）第2644号        平成28年 6月 1日
     や安城56 安城市大東町１４－９
     0566-76-1161  (0566-76-1260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2228310,059,6 いちご薬局 〒446-0044 （調基１）第87号          平成28年 4月 1日
     や安城59 安城市百石町２－６－３ （地支体）第505号         平成30年 4月 1日
     0566-74-4115  (0566-77-0150) （後発調２）第412号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1659号          平成28年10月 1日
     （在薬）第380号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2229310,062,0 弘法薬局安城店 〒446-0026 （調基１）第1289号        平成28年 4月 1日
     や安城62 安城市安城町天草７７ー３ （後発調３）第180号       平成30年 4月 1日
     0566-74-7011  (0566-74-7012) （在薬）第1117号          平成 6年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2230310,065,3 大村調剤薬局安城店 〒446-0014 （調基１）第2139号        平成28年 4月 1日
     や安城65 安城市別郷町荒子９７－２ （後発調１）第735号       平成30年 6月 1日
     0566-75-2838  (0566-75-2837) （後発調２）第261号       平成30年 4月 1日
     （在薬）第1444号          平成 9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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  254

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2231310,068,7 星の子調剤薬局 〒446-0072 （調基１）第1290号        平成28年 4月 1日
     や安城68 安城市住吉町７－２９－１１ （後発調３）第106号       平成30年 4月 1日
     0566-96-0606  (0566-96-0607) （か薬）第104号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1671号          平成10年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2232310,069,5 石原薬局堀内店 〒444-1155 （調基１）第1291号        平成28年 4月 1日
     や安城69 安城市堀内町阿原１０－３ （後発調２）第413号       平成30年 4月 1日
     0566-99-6788  (0566-99-6801) （在薬）第1458号          平成 9年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2233310,076,0 ハロー薬局安城店 〒446-0058 （調基３ロ）第80号        平成30年 4月 1日
     や安城76 安城市三河安城南町２－５－９ （か薬）第1519号          平成28年 7月 1日
     0566-72-8600  (0566-72-8601) （在薬）第2049号          平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2234310,078,6 有限会社よつば調剤薬〒446-0053 （調基１）第1292号        平成28年 4月 1日
     や安城78 局 安城市高棚町大道４７ （地支体）第275号         平成30年 4月 1日
     0566-79-2428  (0566-79-2429) （後発調２）第262号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第789号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5739号          平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2235310,080,2 みどり調剤薬局 〒446-0066 （調基１）第1317号        平成28年 4月 1日
     や安城80 安城市池浦町池浦９４－１ （地支体）第205号         平成30年 4月 1日
     0566-77-8884  (0566-71-2480) （後発調２）第263号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1729号          平成28年11月 1日
     （在薬）第2372号          平成13年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2236310,081,0 星の子調剤薬局百石店〒446-0045 （調基２）第32号          平成30年 4月 1日
     や安城81 安城市横山町八左１８８－１ （後発調２）第152号       平成30年 4月 1日
     0566-71-3377  (0566-71-3378) （在調）第558号           平成27年 8月 1日
     （か薬）第790号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2444号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2237310,082,8 コスモス薬局住吉店 〒446-0072 （調基２）第47号          平成30年 4月 1日
     や安城82 安城市住吉町５－１５－１ （か薬）第1346号          平成28年 4月 1日
     0566-96-5580  (0566-96-5581) （在薬）第2770号          平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2238310,084,4 めろん薬局 〒446-0044 （調基１）第88号          平成28年 4月 1日
     や安城84 安城市百石町２－２７－３１ （地支体）第506号         平成30年 4月 1日
     0566-71-3318  (0566-71-3317) （後発調１）第341号       平成30年 4月 1日
     （在調）第494号           平成26年11月 1日
     （か薬）第1258号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2940号          平成16年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2239310,085,1 サワ薬局堀内店 〒444-1155 （調基１）第265号         平成28年 4月 1日
     や安城85 安城市堀内町カラ桶２－３ （か薬）第2416号          平成30年 4月 1日
     0566-73-7300  (0566-73-7301) （在薬）第2941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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  255

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2240310,086,9 あおい薬局 〒446-0066 （調基１）第1293号        平成28年 4月 1日
     や安城86 安城市池浦町丸田３０２－７ （地支体）第204号         平成30年 4月 1日
     0566-71-2372  (0566-71-2373) （後発調３）第237号       平成30年 4月 1日
     （在調）第727号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第791号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3072号          平成16年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2241310,088,5 コスモス薬局荒曽根店〒446-0072 （調基１）第2140号        平成28年 4月 1日
     や安城88 安城市住吉町荒曽根１５７－５ （地支体）第647号         平成30年 4月 1日
     0566-96-0588  (0566-96-0586) （後発調２）第702号       平成30年 5月 1日
     （在調）第757号           平成28年 5月 1日
     （か薬）第2012号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第3217号          平成17年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2242310,089,3 さくらい薬局 〒444-1154 （調基１）第1294号        平成28年 4月 1日
     や安城89 安城市桜井町三度山９－１ （地支体）第15号          平成30年 4月 1日
     0566-73-7001  (0566-73-7131) （薬菌）第105号           平成26年 4月 1日
     （在調）第38号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第792号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3390号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2243310,091,9 ひかり調剤薬局 〒446-0073 （調基２）第85号          平成30年 4月 1日
     や安城91 安城市篠目町童子７３－５ （後発調２）第264号       平成30年 4月 1日
     0566-79-3545  (0566-79-3676) （か薬）第1896号          平成29年 4月 1日
     （在薬）第3444号          平成18年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2244310,095,0 みなみ調剤薬局 〒446-0034 （調基１）第1295号        平成28年 4月 1日
     や安城95 安城市南町２－１７ （後発調３）第365号       平成30年 4月 1日
     0566-72-6601  (0566-72-6602) （在薬）第3470号          平成18年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2245310,096,8 リブラ薬局 〒446-0073 （調基１）第1296号        平成28年 4月 1日
     や安城96 安城市篠目町二タ又２４－６ （後発調２）第153号       平成30年 4月 1日
     0566-73-5959  (0566-73-5955) （後発調３）第564号       平成30年 6月 1日
     （か薬）第105号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3571号          平成19年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2246310,097,6 ひまわり薬局 〒444-1154 （調基２）第75号          平成30年 4月 1日
     や安城97 安城市桜井町元山２３－８、９ （後発調３）第181号       平成30年 4月 1日
     0566-99-9006  (0566-99-9007) （か薬）第1809号          平成29年 2月 1日
     （在薬）第3604号          平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2247310,099,2 山口旭薬局支店 〒446-0065 （調基１）第1297号        平成28年 4月 1日
     や安城99 安城市大東町１１－２９ （後発調１）第143号       平成30年 4月 1日
     0566-76-2585  (0566-76-5151) （か薬）第793号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3765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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  256

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2248310,100,8 スギ薬局　百石店 〒446-0044 （調基１）第2498号        平成28年 4月 1日
     や安城100 安城市百石町２－１５－３ （後発調２）第495号       平成30年 4月 1日
     0566-76-1377  (0566-76-1372) （在薬）第3986号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2249310,101,6 スギ薬局　住吉店 〒446-0072 （調基１）第2499号        平成28年 4月 1日
     や安城101 安城市住吉町７－２６－８ （後発調２）第703号       平成30年 5月 1日
     0566-98-8831  (0566-98-8832) （在調）第637号           平成28年 2月 1日
     （在薬）第3987号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2250310,103,2 スギ薬局　法連店 〒446-0021 （調基３ロ）第115号       平成30年 4月 1日
     や安城103 安城市法連町７－１０ （後発調２）第496号       平成30年 4月 1日
     0566-72-5707  (0566-72-5706) （在調）第220号           平成24年 4月 1日
     （在調）第412号           平成26年 4月 1日
     （在薬）第3989号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2251310,105,7 スギ薬局　桜井店 〒444-1154 （調基１）第2501号        平成28年 4月 1日
     や安城105 安城市桜井町森田８０－１ （地支体）第437号         平成30年 4月 1日
     0566-99-6377  (0566-99-6376) （後発調２）第497号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2179号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第3991号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2252310,106,5 スギ薬局　安城中央店〒446-0041 （調基１）第2502号        平成28年 4月 1日
     や安城106 安城市桜町４－１２ （後発調１）第639号       平成30年 4月 1日
     0566-79-3200  (0566-79-3201) （在薬）第3992号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2253310,108,1 キョーワ薬局　住吉店〒446-0072 （調基３イ）第239号       平成30年 4月 1日
     や安城108 安城市住吉町荒曽根８０－８ （後発調３）第307号       平成30年 4月 1日
     0566-72-0781  (0566-72-0782) （か薬）第794号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4069号          平成20年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2254310,109,9 セリオ薬局　桜井店 〒444-1154 （調基２）第108号         平成30年 4月 1日
     や安城109 安城市桜井町新田６４ （後発調２）第619号       平成30年 4月 1日
     0566-79-1300  (0566-79-1301) （在薬）第4092号          平成20年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2255310,111,5 キョーワ薬局　安城店〒446-0071 （調基３イ）第240号       平成30年 4月 1日
     や安城111 安城市今池町２－１８６ＯＭビル （後発調２）第620号       平成30年 4月 1日
     １階 （か薬）第795号           平成28年 4月 1日
     0566-97-1036  (0566-97-1037) （在薬）第4107号          平成20年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2256310,112,3 みその調剤薬局 〒446-0076 （調基１）第2141号        平成28年 4月 1日
     や安城112 安城市美園町１－１－３　２階 （後発調２）第265号       平成30年 4月 1日
     0566-93-9940  (0566-93-9941) （か薬）第2013号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第4108号          平成20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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  257

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2257310,115,6 スミレ薬局 〒446-0073 （調基１）第1298号        平成28年 4月 1日
     や安城115 安城市篠目町二タ又４７－１ （後発調３）第182号       平成30年 4月 1日
     0566-71-1131  (0566-71-1132) （か薬）第1810号          平成29年 2月 1日
     （在薬）第4323号          平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2258310,117,2 ダリヤ安城薬局 〒446-0059 （調基１）第2142号        平成28年 4月 1日
     や安城117 安城市三河安城本町１－２３－１ （地支体）第87号          平成30年 4月 1日
     ５ （在調）第541号           平成27年 5月 1日
     0566-71-2077  (0566-71-2078) （か薬）第1260号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4282号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2259310,119,8 たんぽぽ薬局　安城店〒446-0065 （調基１）第386号         平成28年 4月 1日
     や安城119 安城市大東町４－１２ （地支体）第507号         平成30年 4月 1日
     0566-73-0781  (0566-73-0782) （在調）第431号           平成26年 5月 1日
     （か薬）第796号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4301号          平成21年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2260310,120,6 なごみ調剤薬局 〒446-0026 （調基１）第1299号        平成28年 4月 1日
     や安城120 安城市安城町広美３７－７ （後発調１）第560号       平成30年 4月 1日
     0566-91-5753  (0566-91-5753) （在薬）第4390号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2261310,121,4 博栄堂薬局 〒446-0007 （調基１）第1300号        平成28年 4月 1日
     や安城121 安城市東栄町２－５０５－９ （地支体）第16号          平成30年 4月 1日
     0566-97-9731  (0566-97-9731) （後発調３）第28号        平成30年 4月 1日
     （在調）第328号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第16号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第4475号          平成22年 8月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2262310,123,0 ひめ調剤薬局 〒444-1161 （調基２）第123号         平成30年 6月 1日
     や安城123 安城市姫小川町遠見塚１３３－２ （在調）第864号           平成28年10月 1日
     ３ （か薬）第797号           平成28年 4月 1日
     0566-73-7201  (0566-73-7202) （在薬）第4609号          平成23年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2263310,124,8 スギ薬局　安城篠目店〒446-0073 （調基１）第2503号        平成28年 4月 1日
     や安城124 安城市篠目町肥田３９－１ （調基３ロ）第116号       平成30年 4月 1日
     0566-71-2385  (0566-77-7377) （後発調３）第476号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第65号            平成23年 5月 1日
     （在調）第210号           平成24年 4月 1日
     （在調）第413号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第1870号          平成29年 3月 1日
     （在薬）第4602号          平成23年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2264310,125,5 野村薬局 〒446-0031 （調基１）第2143号        平成28年 4月 1日
     や安城125 安城市朝日町１４－１０ （在薬）第4608号          平成23年 5月16日
     0566-76-2815  (0566-76-2815)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  258

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2265310,126,3 さとまち調剤薬局 〒446-0001 （調基１）第1301号        平成28年 4月 1日
     や安城126 安城市里町畑下６８－１ （地支体）第854号         平成30年 5月 1日
     0566-45-5670  (0566-45-5671) （後発調３）第238号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2014号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第4680号          平成23年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2266310,127,1 こぐま薬局　いけうら〒446-0066 （調基１）第1302号        平成28年 4月 1日
     や安城127 店 安城市池浦町池東８－９ （後発調２）第704号       平成30年 5月 1日
     0566-45-5444  (0566-45-5444)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2267310,128,9 スギ薬局　桜井南店 〒444-1161 （調基１）第2504号        平成28年 4月 1日
     や安城128 安城市姫小川町舘出１４６ （在薬）第4799号          平成24年 8月 1日
     0566-79-1581  (0566-99-7855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2268310,130,5 すずらん調剤薬局　藤〒444-1164 （調基１）第1303号        平成28年 4月 1日
     や安城130 井店 安城市藤井町南山１４８－２ （後発調３）第29号        平成30年 4月 1日
     0566-73-7005  (0566-73-7006) （か薬）第798号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4978号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2269310,131,3 ひだまり調剤薬局 〒446-0055 （調基１）第1304号        平成28年 4月 1日
     や安城131 安城市緑町１－５－１ （後発調３）第366号       平成30年 4月 1日
     0566-45-5366  (0566-45-5369) （在薬）第5039号          平成25年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2270310,133,9 スギ薬局　三河安城北〒446-0073 （調基１）第2505号        平成28年 4月 1日
     や安城133 店 安城市篠目町童子２０７－１４ （後発調２）第498号       平成30年 4月 1日
     0566-45-5761  (0566-45-5762) （在薬）第5142号          平成26年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2271310,135,4 オリーブ薬局　安城店〒444-1162 （調基１）第1305号        平成28年 4月 1日
     や安城135 安城市小川町金政１２９－１ （後発調３）第419号       平成30年 4月 1日
     0566-73-3455  (0566-73-3456) （在薬）第5391号          平成27年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2272310,137,0 フロンティア薬局安城〒446-0063 （調基３イ）第160号       平成30年 4月 1日
     や安城137 昭和店 安城市昭和町１７－２６ （後発調２）第414号       平成30年 4月 1日
     0566-71-3501  (0566-71-3502) （か薬）第1091号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5463号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2273310,138,8 みんなの薬局　三河安〒446-0059 （調基１）第1307号        平成28年 4月 1日
     や安城138 城 安城市三河安城本町２－３－１キ （後発調３）第30号        平成30年 4月 1日
     ングスコート・ＳＯＰＨＩＡ三河 （在薬）第5519号          平成27年 9月 1日
     安城１０１
     0566-91-3671  (0566-91-3673)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  259

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2274310,139,6 のぞみ調剤薬局 〒446-0057 （調基１）第1308号        平成28年 4月 1日
     や安城139 安城市三河安城東町１－７－３ （地支体）第855号         平成30年 5月 1日
     0566-71-1866  (0566-71-1865) （後発調２）第621号       平成30年 4月 1日
     （在調）第631号           平成28年 1月 1日
     （か薬）第1936号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第5592号          平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2275310,140,4 スギ薬局　東栄東店 〒446-0007 （調基１）第2506号        平成28年 4月 1日
     や安城140 安城市東栄町６－１８－１２ （後発調１）第640号       平成30年 4月 1日
     0566-91-0331  (0566-91-0332) （在薬）第5610号          平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2276310,141,2 あらた薬局 〒446-0042 （調基１）第1309号        平成28年 4月 1日
     や安城141 安城市大山町２－９－３ （後発調３）第107号       平成30年 4月 1日
     0566-78-8511  (0566-78-8511) （在薬）第5631号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2277310,142,0 横山町陽だまり薬局 〒446-0045 （調基１）第2859号        平成29年 4月 1日
     や安城142 安城市横山町八左２１４－３ （後発調２）第415号       平成30年 4月 1日
     0566-71-2800  (0566-71-2828) （後発調３）第549号       平成30年 5月 1日
     （か薬）第2102号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第5651号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2278310,143,8 うらら調剤薬局安城店〒446-0054 （調基１）第2682号        平成28年 9月 1日
     や安城143 安城市二本木町二本木８４－４６ （後発調２）第416号       平成30年 4月 1日
     0566-93-4000  (0566-93-4025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2279310,144,6 アイセイ薬局　安城横〒446-0045 （調基１）第2757号        平成28年10月 1日
     や安城144 山店 安城市横山町横山４６－１８ （在調）第899号           平成28年10月 1日
     0566-71-1720  (0566-71-1721) （在薬）第5797号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2280310,145,3 ほりうち調剤薬局 〒444-1155 （調基２）第122号         平成30年 5月 1日
     や安城145 安城市堀内町山畑６３－３ （後発調３）第477号       平成30年 4月 1日
     0566-73-3387  (0566-73-3386) （在薬）第5854号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2281310,146,1 新安城薬局 〒446-0071 （調基１）第2939号        平成29年 5月 1日
     や安城146 安城市今池町１－２－６ （後発調２）第266号       平成30年 4月 1日
     0566-95-0400  (0566-95-0401) （薬菌）第266号           平成29年 5月 1日
     （在調）第997号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第5919号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2282310,147,9 いまむら調剤薬局 〒446-0007 （調基１）第3109号        平成30年 2月 1日
     や安城147 安城市東栄町４－７－１ （後発調３）第239号       平成30年 4月 1日
     0566-96-5001  (0566-96-5002) （在薬）第6089号          平成30年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2283310,148,7 やよい調剤薬局 〒444-1154 （調基１）第3125号        平成30年 4月 1日
     や安城148 安城市桜井町貝戸尻３６－２ （在薬）第6117号          平成30年 4月 1日
     0566-93-5599  (0566-93-5566)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  260

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2284310,149,5 赤松町薬局 〒446-0046 （調基１）第3188号        平成30年 5月 1日
     や安城149 安城市赤松町前川１７－５ （在薬）第6150号          平成30年 5月 1日
     0566-79-3303  (0566-79-3307)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2285320,018,0 合資会社日ノ出薬局 〒445-0833 （調基１）第387号         平成28年 4月 1日
     や西尾18 西尾市天王町３１ （在薬）第4093号          平成20年10月15日
     0563-57-2229  (0563-57-2230)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2286320,028,9 ファーマ中央薬局 〒445-0073 （調基１）第1310号        平成28年 4月 1日
     や西尾28 西尾市寄住町洲田２１－２ （後発調３）第108号       平成30年 4月 1日
     0563-54-5066  (0563-54-5066) （在調）第271号           平成25年 4月 1日
     （在薬）第3128号          平成16年 9月24日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2287320,047,9 イワシヤ薬局 〒445-0855 （調基１）第1311号        平成28年 4月 1日
     や西尾47 西尾市南旭町１２ （在薬）第880号           平成 6年11月 1日
     0563-57-2369  (0563-56-5455)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2288320,050,3 矢曽根調剤薬局 〒445-0872 （調基１）第1312号        平成28年 4月 1日
     や西尾50 西尾市矢曽根町赤池９３－１ （か薬）第1092号          平成28年 4月 1日
     0563-54-7246  (0563-54-7876) （在薬）第3253号          平成17年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2289320,055,2 ひまわり薬局 〒445-0854 （調基１）第2144号        平成28年 4月 1日
     や西尾55 西尾市永楽町２－１６－１ （地支体）第729号         平成30年 4月 1日
     0563-54-9600  (0563-54-9601) （薬菌）第93号            平成24年10月 1日
     （在調）第728号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第1261号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4874号          平成24年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2290320,057,8 あい調剤薬局徳次店 〒445-0072 （調基１）第2145号        平成28年 4月 1日
     や西尾57 西尾市徳次町下十五夜１７－１ （調基３ロ）第81号        平成30年 4月 1日
     0563-56-2085  (0563-56-2180) （後発調２）第267号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2292号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第1445号          平成 9年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2291320,063,6 あい調剤薬局米津店 〒445-0802 （調基１）第2146号        平成28年 4月 1日
     や西尾63 西尾市米津町里２３０－１ （調基３ロ）第82号        平成30年 4月 1日
     0563-55-0391  (0563-55-0392) （後発調３）第183号       平成30年 4月 1日
     （在薬）第1459号          平成 9年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2292320,065,1 すくやか調剤薬局 〒445-0870 （調基１）第1314号        平成28年 4月 1日
     や西尾65 西尾市永吉１－５８－２ （後発調２）第268号       平成30年 4月 1日
     0563-55-0393  (0563-55-0395) （か薬）第2239号          平成29年11月 1日
     （在薬）第2358号          平成13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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  261

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2293320,066,9 くるみ調剤薬局 〒445-0803 （調基２）第33号          平成30年 4月 1日
     や西尾66 西尾市桜町１－２５－３ （後発調２）第154号       平成30年 4月 1日
     0563-54-6003  (0563-54-6009) （後発調３）第565号       平成30年 6月 1日
     （か薬）第185号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1672号          平成10年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2294320,067,7 タケダ薬局 〒445-0879 （調基１）第1315号        平成28年 4月 1日
     や西尾67 西尾市住崎１－６ （在薬）第4883号          平成24年11月 1日
     0563-57-3233  (0563-65-5888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2295320,069,3 みどり調剤薬局 〒445-0064 （調基１）第1316号        平成28年 4月 1日
     や西尾69 西尾市高畠町４－３７ （か薬）第1967号          平成29年 6月 1日
     0563-53-6077  (0563-53-6076)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2296320,075,0 いまがわ調剤薬局 〒445-0063 （調基１）第267号         平成28年 4月 1日
     や西尾75 西尾市今川町東大城１２－３ （後発調３）第478号       平成30年 4月 1日
     0563-54-3134  (0563-54-3019) （か薬）第1882号          平成29年 4月 1日
     （在薬）第2145号          平成12年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2297320,076,8 くにもり調剤薬局 〒444-0312 （調基２）第77号          平成30年 4月 1日
     や西尾76 西尾市国森町郷蔵南２－２ （後発調３）第184号       平成30年 4月 1日
     0563-57-1361  (0563-57-1371) （在薬）第2146号          平成12年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2298320,080,0 しおまち調剤薬局 〒445-0866 （調基１）第268号         平成28年 4月 1日
     や西尾80 西尾市塩町３１ （後発調３）第479号       平成30年 4月 1日
     0563-53-9881  (0563-53-9882) （か薬）第1603号          平成28年 9月 1日
     （在薬）第2414号          平成14年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2299320,082,6 ひまわり薬局矢田店 〒444-0313 （調基１）第2147号        平成28年 4月 1日
     や西尾82 西尾市上矢田町郷後５９－９ （地支体）第786号         平成30年 4月 1日
     0563-55-9171  (0563-55-9172) （後発調３）第480号       平成30年 4月 1日
     （在調）第729号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第382号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2831号          平成15年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2300320,085,9 かりん薬局西尾錦城店〒445-0864 （調基１）第1318号        平成28年 4月 1日
     や西尾85 西尾市錦城町２６５ （か薬）第383号           平成28年 4月 1日
     0563-55-0400  (0563-55-0401) （在薬）第3036号          平成16年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2301320,086,7 たんぽぽ薬局西尾店 〒445-0071 （調基３イ）第161号       平成30年 4月 1日
     や西尾86 西尾市熊味町中泡原４１－５ （後発調３）第367号       平成30年 4月 1日
     0563-55-0511  (0563-57-0862) （在調）第589号           平成27年10月 1日
     （か薬）第1732号          平成28年11月 1日
     （在薬）第3054号          平成16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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  262

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2302320,091,7 さくらんぼ調剤薬局 〒445-0872 （調基１）第2148号        平成28年 4月 1日
     や西尾91 西尾市矢曽根町赤地８６－４ （後発調１）第562号       平成30年 4月 1日
     0563-53-5132  (0563-53-5133) （在薬）第5041号          平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2303320,094,1 まこと調剤薬局 〒445-0852 （調基１）第2149号        平成28年 4月 1日
     や西尾94 西尾市花ノ木町５－２４－４ （地支体）第508号         平成30年 4月 1日
     0563-64-3223  (0563-64-3233) （後発調１）第342号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1093号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5505号          平成27年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2304320,097,4 エムハート薬局　にし〒445-0072 （調基３ロ）第26号        平成30年 4月 1日
     や西尾97 お店 西尾市徳次町地蔵１－２ （か薬）第2119号          平成29年 8月 1日
     0563-64-3939  (0563-57-1555) （在薬）第3645号          平成19年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2305320,098,2 八ツ面調剤薬局 〒445-0082 （調基１）第1321号        平成28年 4月 1日
     や西尾98 西尾市八ツ面町松崎４２－１ （か薬）第1733号          平成28年11月 1日
     0563-64-3382  (0563-64-3383) （在薬）第3685号          平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2306320,101,4 スギ薬局　今川店 〒445-0063 （調基１）第2507号        平成28年 4月 1日
     や西尾101 西尾市今川町馬捨場３１ （後発調２）第499号       平成30年 4月 1日
     0563-57-0030  (0563-57-0145) （在薬）第3994号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2307320,103,0 スギ薬局　寺津店 〒444-0315 （調基１）第2508号        平成28年 4月 1日
     や西尾103 西尾市徳永町大塚３２－１ （地支体）第438号         平成30年 4月 1日
     0563-59-3511  (0563-59-3385) （後発調１）第641号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1454号          平成28年 5月 1日
     （在薬）第5453号          平成27年 4月29日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2308320,104,8 スギ薬局　熊味店 〒445-0082 （調基１）第2509号        平成28年 4月 1日
     や西尾104 西尾市八ツ面町熊子山３８－１ （地支体）第439号         平成30年 4月 1日
     0563-65-5301  (0563-65-5302) （後発調２）第500号       平成30年 4月 1日
     （在調）第536号           平成27年 5月 1日
     （か薬）第971号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5085号          平成25年 7月31日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2309320,105,5 スギ薬局　住崎店 〒445-0876 （調基１）第2510号        平成28年 4月 1日
     や西尾105 西尾市住崎町雁渕８ （後発調２）第501号       平成30年 4月 1日
     0563-53-8563  (0563-53-8564) （在調）第611号           平成27年12月 1日
     （在薬）第3998号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2310320,106,3 スギ薬局　花ノ木店 〒445-0852 （調基１）第2511号        平成28年 4月 1日
     や西尾106 西尾市花ノ木町３－１７ （後発調２）第502号       平成30年 4月 1日
     0563-53-9211  (0563-53-9212) （在薬）第3999号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2311320,107,1 スギ薬局　平坂店 〒444-0305 （調基１）第2512号        平成28年 4月 1日
     や西尾107 西尾市平坂町如月１８－１ （後発調２）第503号       平成30年 4月 1日
     0563-58-8250  (0563-58-1577) （在薬）第4000号          平成20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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  263

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2312320,112,1 スギ薬局　西尾道光寺〒445-0811 （調基１）第2513号        平成28年 4月 1日
     や西尾112 店 西尾市道光寺町堰板２４－１ （後発調２）第504号       平成30年 4月 1日
     0563-55-7371  (0563-54-6215) （在薬）第4195号          平成21年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2313320,113,9 にしき調剤薬局 〒445-0864 （調基１）第269号         平成28年 4月 1日
     や西尾113 西尾市錦城町２４７－１ （後発調３）第481号       平成30年 4月 1日
     0563-79-5881  (0563-79-5882) （在薬）第4403号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2314320,116,2 ムラマツ薬局 〒444-0521 （調基１）第2645号        平成28年 6月 1日
     や西尾116 西尾市吉良町上横須賀八王子６０ （在薬）第885号           平成 6年11月 1日
     0563-35-0526  (0563-35-0153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2315320,119,6 宮嶋薬局 〒444-0703 （調基１）第2150号        平成28年 4月 1日
     や西尾119 西尾市西幡豆町中村郷８－５ （地支体）第787号         平成30年 4月 1日
     0563-62-2225  (0563-62-5280) （後発調１）第563号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第384号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3623号          平成19年 4月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2316320,122,0 ハーズ一色調剤薬局 〒444-0427 （調基１）第2151号        平成28年 4月 1日
     や西尾122 西尾市一色町赤羽上郷中１３７－ （後発調２）第705号       平成30年 5月 1日
     １ （在調）第544号           平成27年 6月 1日
     0563-72-0400  (0563-72-0400) （か薬）第2300号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第2602号          平成14年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2317320,123,8 ひまわり薬局松木島店〒444-0403 （調基１）第2152号        平成28年 4月 1日
     や西尾123 西尾市一色町松木島丸山２２ （地支体）第730号         平成30年 4月 1日
     0563-74-3033  (0563-74-3036) （後発調３）第482号       平成30年 4月 1日
     （在調）第603号           平成27年11月 1日
     （か薬）第385号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1777号          平成11年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2318320,125,3 ウカイ薬局 〒444-0515 （調基１）第1323号        平成28年 4月 1日
     や西尾125 西尾市吉良町富好新田中川並５ （在薬）第2603号          平成14年 6月 1日
     0563-32-0237  (0563-32-0237)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2319320,126,1 いとう薬局吉良店 〒444-0522 （調基１）第2153号        平成28年 4月 1日
     や西尾126 西尾市吉良町下横須賀荒井１８－ （後発調２）第334号       平成30年 4月 1日
     ２ （か薬）第1094号          平成28年 4月 1日
     0563-34-2161  (0563-34-2161) （在薬）第2981号          平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2320320,127,9 みかげ調剤薬局 〒444-0703 （調基１）第270号         平成28年 4月 1日
     や西尾127 西尾市西幡豆町西見影３６－１ （後発調３）第185号       平成30年 4月 1日
     0563-62-6505  (0563-62-6580) （在薬）第3182号          平成17年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2321320,128,7 セリオ薬局 〒444-0704 （調基１）第1324号        平成28年 4月 1日
     や西尾128 西尾市鳥羽町未新田８－３ （在薬）第3235号          平成17年 5月 1日
     0563-63-0500  (0563-63-0501)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  264

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2322320,129,5 きらり調剤薬局 〒444-0516 （調基１）第1325号        平成28年 4月 1日
     や西尾129 西尾市吉良町吉田船戸２－１ （後発調１）第670号       平成30年 4月 1日
     0563-34-9922  (0563-34-9923) （在薬）第3396号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2323320,130,3 はかりや薬局 〒444-0423 （調基１）第55号          平成28年 4月 1日
     や西尾130 西尾市一色町一色上屋敷５８－２
     0563-72-8120  (0563-72-8120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2324320,131,1 スギヤマ薬局一色店 〒444-0406 （調基１）第2154号        平成28年 4月 1日
     や西尾131 西尾市一色町対米九郎左３０－１ （後発調１）第429号       平成30年 4月 1日
     0563-74-0101  (0563-74-0150) （在薬）第3871号          平成20年 8月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2325320,132,9 スギ薬局　吉良店 〒444-0516 （調基１）第2514号        平成28年 4月 1日
     や西尾132 西尾市吉良町吉田桐杭１６－４ （地支体）第827号         平成30年 4月 1日
     0563-32-3500  (0563-32-3618) （後発調２）第505号       平成30年 4月 1日
     （在調）第730号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第972号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5405号          平成27年 2月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2326320,133,7 スギ薬局　幡豆店 〒444-0703 （調基１）第2683号        平成28年 7月25日
     や西尾133 西尾市西幡豆町山副５２－６ （地支体）第828号         平成30年 4月 1日
     0563-62-6790  (0563-62-6765) （後発調３）第483号       平成30年 4月 1日
     （在調）第843号           平成28年 7月25日
     （か薬）第1590号          平成28年 7月25日
     （在薬）第5740号          平成28年 7月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2327320,137,8 ハロー薬局　西尾店 〒445-0807 （調基１）第2914号        平成29年 4月 1日
     や西尾137 西尾市伊藤３－３－１ （調基３ロ）第83号        平成30年 4月 1日
     0563-53-6091  (0563-53-6092) （後発調２）第269号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1071号          平成29年11月 1日
     （か薬）第1571号          平成28年 8月 1日
     （在薬）第4662号          平成23年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2328320,138,6 スギ薬局　西尾調剤店〒445-0071 （調基１）第2516号        平成28年 4月 1日
     や西尾138 西尾市熊味町中泡原３９－１ （地支体）第440号         平成30年 4月 1日
     0563-55-3070  (0563-56-8205) （後発調３）第484号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第63号            平成23年 5月 1日
     （在調）第212号           平成24年 4月 1日
     （在調）第414号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第973号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4599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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  265

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2329320,139,4 ナンブ薬局　西尾店 〒445-0081 （調基１）第1326号        平成28年 4月 1日
     や西尾139 西尾市志籠谷町山畔５９－１ （地支体）第731号         平成30年 4月 1日
     0563-54-3900  (0563-54-3901) （後発調１）第481号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1048号          平成29年10月 1日
     （か薬）第2015号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第4876号          平成24年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2330320,141,0 キョーワ薬局　西尾店〒445-0804 （調基３イ）第241号       平成30年 4月 1日
     や西尾141 西尾市緑町３－２９－１ （後発調２）第622号       平成30年 4月 1日
     0563-65-5107  (0563-65-5108) （か薬）第801号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4915号          平成25年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2331320,143,6 まるろく薬局 〒445-0811 （調基１）第1327号        平成28年 4月 1日
     や西尾143 西尾市道光寺町寺内下１２－１０ （後発調１）第716号       平成30年 5月 1日
     0563-56-1106  (0563-56-1538) （か薬）第2252号          平成29年11月 1日
     （在薬）第4964号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2332320,144,4 チェリー薬局 〒445-0052 （調基１）第1328号        平成28年 4月 1日
     や西尾144 西尾市横手町上泓５－２ （後発調３）第186号       平成30年 4月 1日
     0563-57-1751  (0563-57-1752) （在薬）第4963号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2333320,145,1 スギ薬局　西尾一色店〒444-0423 （調基１）第2517号        平成28年 4月 1日
     や西尾145 西尾市一色町一色古新田２９－１ （後発調３）第485号       平成30年 4月 1日
     0563-65-5681  (0563-65-5682) （在薬）第5160号          平成26年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2334320,146,9 はず薬局 〒444-0703 （調基１）第1329号        平成28年 4月 1日
     や西尾146 西尾市西幡豆町三反田４８－１ （後発調２）第270号       平成30年 4月 1日
     0563-62-6008  (0563-62-6010) （在薬）第5243号          平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2335320,147,7 クリエイト薬局愛知西〒445-0062 （調基１）第2155号        平成28年 4月 1日
     や西尾147 尾丁田店 西尾市丁田町中ノ切１ （後発調２）第417号       平成30年 4月 1日
     0563-55-3722  (0563-55-3723) （在薬）第5285号          平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2336320,149,3 しずか薬局 〒445-0077 （調基２）第70号          平成30年 4月 1日
     や西尾149 西尾市新渡場町大西７－１ （後発調３）第187号       平成30年 4月 1日
     0563-65-3348  (0563-65-3349) （在薬）第5406号          平成27年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2337320,150,1 てらづ薬局 〒444-0324 （調基１）第271号         平成28年 4月 1日
     や西尾150 西尾市寺津町白山５３－１ （後発調３）第416号       平成30年 4月 1日
     0563-59-9500  (0563-59-9501) （在薬）第5407号          平成27年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2338320,151,9 オレンジ薬局　西尾店〒445-0071 （調基３イ）第242号       平成30年 4月 1日
     や西尾151 西尾市熊味町上泡原４４－４ （後発調２）第623号       平成30年 4月 1日
     0563-53-6720  (0563-53-6721) （在薬）第5427号          平成27年 3月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  266

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2339320,152,7 とみ山薬局 〒444-0326 （調基１）第96号          平成28年 4月 1日
     や西尾152 西尾市富山町矢田道４４－１ （地支体）第509号         平成30年 4月 1日
     0563-65-2521  (0563-65-2522) （後発調３）第368号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1938号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第5520号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2340320,153,5 そら調剤薬局 〒445-0861 （調基１）第2860号        平成29年 4月 1日
     や西尾153 西尾市吾妻町２０４ （調基３ロ）第84号        平成30年 4月 1日
     0563-64-0123  (0563-64-0130) （か薬）第386号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5541号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2341320,154,3 そら調剤薬局　寺津店〒444-0327 （調基１）第2156号        平成28年 4月 1日
     や西尾154 西尾市寺津２－９－２３ （調基３ロ）第85号        平成30年 4月 1日
     0563-55-4810  (0563-55-4811) （後発調３）第188号       平成30年 4月 1日
     （在薬）第5542号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2342320,155,0 あい調剤薬局 〒445-0878 （調基１）第2157号        平成28年 4月 1日
     や西尾155 西尾市新在家１－２８ （調基３ロ）第86号        平成30年 4月 1日
     0563-53-0039  (0563-53-0075) （後発調３）第189号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1573号          平成28年 8月 1日
     （在薬）第5543号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2343320,156,8 あい調剤薬局　一色店〒444-0403 （調基３ロ）第87号        平成30年 4月 1日
     や西尾156 西尾市一色町松木島中切７ （後発調２）第271号       平成30年 4月 1日
     0563-72-2300  (0563-72-9900) （在薬）第5544号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2344320,157,6 あい調剤薬局　矢田店〒444-0324 （調基１）第2158号        平成28年 4月 1日
     や西尾157 西尾市寺津町北若王子３０－１ （調基３ロ）第88号        平成30年 4月 1日
     0563-65-5601  (0563-65-5602) （後発調１）第717号       平成30年 5月 1日
     （か薬）第2222号          平成29年11月 1日
     （在薬）第5545号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2345320,158,4 あい調剤薬局　今川店〒445-0063 （調基１）第2159号        平成28年 4月 1日
     や西尾158 西尾市今川町大城１９－２ （後発調２）第272号       平成30年 4月 1日
     0563-65-5201  (0563-65-5202) （か薬）第1660号          平成28年10月 1日
     （在薬）第5546号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2346320,159,2 ふれあい薬局にしお店〒445-0062 （調基１）第2778号        平成28年12月 1日
     や西尾159 西尾市丁田町上之切２－６ （地支体）第732号         平成30年 4月 1日
     0563-53-2750  (0563-53-2751) （在調）第917号           平成28年12月 1日
     （か薬）第1786号          平成28年12月 1日
     （在薬）第5826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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  267

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2347320,160,0 オリーブ薬局西尾店 〒445-0021 （調基１）第2805号        平成29年 1月 1日
     や西尾160 西尾市駒場町屋敷１－３ （地支体）第276号         平成30年 4月 1日
     0563-55-5057  (0563-55-5058) （後発調３）第190号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1822号          平成29年 2月 1日
     （在薬）第5855号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2348320,161,8 しずか薬局上町店 〒445-0847 （調基１）第2984号        平成29年 9月 1日
     や西尾161 西尾市亀沢町１３３ （在薬）第5962号          平成29年 9月 1日
     0563-65-5758  (0563-65-5759)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2349320,162,6 にしお薬局　一色店 〒444-0407 （調基１）第3110号        平成30年 2月 1日
     や西尾162 西尾市一色町前野荒子３１ （後発調１）第244号       平成30年 4月 1日
     0563-65-3907  (0563-65-3908) （後発調２）第706号       平成30年 5月 1日
     （か薬）第2346号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第6090号          平成30年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2350330,010,5 合資会社エンジュ堂薬〒443-0021 （調基１）第1332号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡10 局 蒲郡市三谷町六舗１－１ （地支体）第21号          平成30年 4月 1日
     0533-68-4407  (0533-67-9768) （か薬）第387号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第383号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2351330,016,2 新光堂薬局 〒443-0057 （調基１）第2160号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡16 蒲郡市中央本町９－４ （後発調１）第245号       平成30年 4月 1日
     0533-68-3462  (0533-68-7770) （か薬）第1262号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第384号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2352330,021,2 三天堂薬局 〒443-0021 （調基１）第127号         平成28年 4月 1日
     や蒲郡21 蒲郡市三谷町二舗１２２ （在薬）第386号           平成 6年11月 1日
     0533-68-4398  (0533-68-4398)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2353330,027,9 三谷薬局 〒443-0021 （在薬）第388号           平成 6年11月 1日
     や蒲郡27 蒲郡市三谷町二舗１０７
     0533-68-2366  (0533-68-2366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2354330,033,7 株式会社ファーマシー〒443-0104 （調基１）第1333号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡33 三蔵 蒲郡市形原町川原４１－１ （在薬）第391号           平成 6年11月 1日
     0533-57-2236  (0533-65-9036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2355330,043,6 小嶋日進堂薬局 〒443-0105 （調基１）第272号         平成28年 4月 1日
     や蒲郡43 蒲郡市西浦町北馬相２２－１ （在薬）第394号           平成 6年11月 1日
     0533-57-2692  (0533-57-2692)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2356330,046,9 カワイ薬局 〒443-0042 （調基１）第22号          平成28年 4月 1日
     や蒲郡46 蒲郡市御幸町４－８ （在薬）第395号           平成 6年11月 1日
     0533-68-0307  (0533-68-0560)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  268

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2357330,054,3 ツヂ薬局 〒443-0104 （調基１）第47号          平成28年 4月 1日
     や蒲郡54 蒲郡市形原町会下５２ （在薬）第398号           平成 6年11月 1日
     0533-57-2831  (0533-57-2831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2358330,056,8 有限会社八田薬局 〒443-0038 （調基１）第2161号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡56 蒲郡市拾石町宮前３８ （地支体）第369号         平成30年 4月 1日
     0533-67-6311  (0533-67-9833) （在調）第775号           平成28年 6月 1日
     （か薬）第802号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第399号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2359330,057,6 鈴木薬局 〒443-0046 （調基１）第1334号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡57 蒲郡市竹谷町今御堂８０ （か薬）第388号           平成28年 4月 1日
     0533-69-6667  (0533-69-7035) （在薬）第400号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2360330,058,4 中央薬局 〒443-0043 （調基１）第273号         平成28年 4月 1日
     や蒲郡58 蒲郡市元町４－８ （か薬）第803号           平成28年 4月 1日
     0533-68-2370  (0533-68-2370) （在薬）第401号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2361330,062,6 田中薬局 〒443-0104 （調基１）第1335号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡62 蒲郡市形原町東御屋敷２２ー１ （か薬）第804号           平成28年 4月 1日
     0533-57-2505  (0533-57-7178) （在薬）第1176号          平成 7年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2362330,064,2 いちかわ薬局新鮮ぐみ〒443-0052 （調基１）第1336号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡64 新井店 蒲郡市新井町１５－８ （在薬）第1935号          平成11年10月 1日
     0533-69-4222  (0533-69-4394)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2363330,066,7 薬局ジョイン 〒443-0055 （調基１）第1337号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡66 蒲郡市八百富町１２ー１７ （か薬）第805号           平成28年 4月 1日
     0533-67-3117  (0533-66-1787) （在薬）第1175号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2364330,067,5 だいち薬局 〒443-0104 （調基１）第1338号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡67 蒲郡市形原町前田２９－３ （在薬）第2555号          平成14年 5月 1日
     0533-57-6420  (0533-57-6420)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2365330,068,3 有限会社八田薬局西浦〒443-0105 （調基１）第2162号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡68 調剤部 蒲郡市西浦町馬々４２－１ （地支体）第370号         平成30年 4月 1日
     0533-57-0290  (0533-57-9939) （在調）第776号           平成28年 6月 1日
     （か薬）第389号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第806号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1426号          平成 9年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2366330,069,1 タイヨウ調剤薬局 〒443-0032 （調基１）第1339号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡69 蒲郡市丸山町７－２ （在薬）第2690号          平成14年10月21日
     0533-69-8976  (0533-69-8976)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  269

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2367330,071,7 内田薬局 〒443-0005 （調基１）第1340号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡71 蒲郡市水竹町上り島１８ （か薬）第64号            平成28年 4月 1日
     0533-67-6183  (0533-67-6183) （在薬）第1531号          平成10年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2368330,072,5 マイ調剤薬局蒲郡南店〒443-0038 （調基１）第1341号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡72 蒲郡市拾石町前浜４０－８・３９ （後発調１）第246号       平成30年 4月 1日
     －６ （在薬）第1766号          平成10年12月 1日
     0533-68-0683  (0533-68-1975)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2369330,073,3 栄町薬局 〒443-0035 （調基１）第1342号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡73 蒲郡市栄町９－２５ （在薬）第1532号          平成10年 2月 1日
     0533-67-9670  (0533-67-9680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2370330,075,8 オレンジ薬局三谷店 〒443-0021 （調基１）第1344号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡75 蒲郡市三谷町弥生１－４６ （地支体）第648号         平成30年 4月 1日
     0533-66-1699  (0533-66-1799) （か薬）第2417号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第4437号          平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2371330,080,8 たんぽぽ薬局蒲郡店 〒443-0004 （調基１）第388号         平成28年 4月 1日
     や蒲郡80 蒲郡市平田町餅田２－１ （調基３イ）第162号       平成30年 4月 1日
     0533-66-3155  (0533-67-3701) （後発調１）第343号       平成30年 4月 1日
     （在調）第844号           平成28年 9月 1日
     （か薬）第1471号          平成28年 6月 1日
     （在薬）第1925号          平成11年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2372330,082,4 ながさわ薬局 〒443-0021 （調基１）第125号         平成28年 4月 1日
     や蒲郡82 蒲郡市三谷町九舗５５ （か薬）第2418号          平成30年 4月 1日
     0533-68-3616  (0533-68-3894) （在薬）第2114号          平成12年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2373330,086,5 かしま薬局 〒443-0037 （調基１）第1345号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡86 蒲郡市鹿島町深田１２－１ （後発調３）第62号        平成30年 4月 1日
     0533-65-2014  (0533-65-2015) （在薬）第2597号          平成14年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2374330,089,9 蒲郡調剤薬局 〒443-0059 （調基１）第1346号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡89 蒲郡市本町１２－２ （か薬）第391号           平成28年 4月 1日
     0533-68-0720  (0533-68-0726) （在薬）第2832号          平成15年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2375330,091,5 ハロー薬局蒲郡店 〒443-0046 （調基３ロ）第89号        平成30年 4月 1日
     や蒲郡91 蒲郡市竹谷町錦田１７－１０ （後発調３）第191号       平成30年 4月 1日
     0533-66-1521  (0533-66-1522) （か薬）第2282号          平成29年12月 1日
     （在薬）第2993号          平成16年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2376330,093,1 ふそう薬局 〒443-0055 （調基１）第1347号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡93 蒲郡市八百富町９－６ （在薬）第3327号          平成17年11月 1日
     0533-68-8076  (0533-68-8079)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  270

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2377330,094,9 マツバ調剤薬局 〒443-0021 （調基２）第13号          平成30年 4月 1日
     や蒲郡94 蒲郡市三谷町二舗１０２－１ （後発調１）第40号        平成30年 4月 1日
     0533-68-8807  (0533-69-8080) （在薬）第3391号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2378330,095,6 すばる調剤薬局 〒443-0104 （調基１）第1348号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡95 蒲郡市形原町計後家２２－１ （在薬）第3725号          平成20年 2月 1日
     0533-58-3600  (0533-58-3636)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2379330,098,0 スギヤマ薬局宝店 〒443-0044 （調基１）第2163号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡98 蒲郡市宝町３７７－２ （在薬）第3862号          平成20年 8月21日
     0533-66-1811  (0533-69-8770)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2380330,099,8 スギヤマ薬局形原店 〒443-0104 （調基１）第2164号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡99 蒲郡市形原町亀井３０－１ （後発調２）第707号       平成30年 5月 1日
     0533-58-4321  (0533-58-4323) （在薬）第3863号          平成20年 8月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2381330,100,4 スギ薬局　竹谷店 〒443-0046 （調基１）第2684号        平成28年 8月 4日
     や蒲郡100 蒲郡市竹谷町下日山２０－１ （地支体）第829号         平成30年 4月 1日
     0533-69-8806  (0533-69-8803) （後発調２）第506号       平成30年 4月 1日
     （在調）第845号           平成28年 8月 4日
     （か薬）第1591号          平成28年 8月 4日
     （在薬）第5741号          平成28年 8月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2382330,101,2 スギ薬局　竹島店 〒443-0031 （調基１）第2519号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡101 蒲郡市竹島町１９－８ （後発調２）第708号       平成30年 5月 1日
     0533-69-8355  (0533-69-8356) （在薬）第4003号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2383330,102,0 スギ薬局　蒲郡北店 〒443-0006 （調基１）第2520号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡102 蒲郡市蒲郡町荒子６７－１ （在薬）第4004号          平成20年 9月 1日
     0533-66-0210  (0533-66-0211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2384330,103,8 スギ薬局　三谷北店 〒443-0022 （調基１）第2521号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡103 蒲郡市三谷北通４－９８ （後発調２）第507号       平成30年 4月 1日
     0533-66-2661  (0533-66-2662) （在調）第851号           平成28年 9月 1日
     （在薬）第4005号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2385330,105,3 有限会社市川薬局 〒443-0034 （調基１）第1331号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡105 蒲郡市港町７－１０ （在薬）第5228号          平成26年 4月 1日
     0533-68-3658  (0533-68-4212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2386330,109,5 ゆり薬局 〒443-0042 （調基１）第275号         平成28年 4月 1日
     や蒲郡109 蒲郡市御幸町１－１６アルプスホ （後発調２）第273号       平成30年 4月 1日
     ーム１階 （か薬）第1412号          平成28年 5月 1日
     0533-65-9381  (0533-65-9381) （在薬）第4533号          平成23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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  271

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2387330,111,1 おおつか調剤薬局 〒443-0013 （調基１）第1349号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡111 蒲郡市大塚町西島１７－２ （後発調１）第366号       平成30年 4月 1日
     0533-58-2110  (0533-58-2120) （か薬）第2103号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第4564号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2388330,112,9 スギ薬局　蒲郡店 〒443-0004 （調基１）第2522号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡112 蒲郡市平田町向田２４－１ （地支体）第441号         平成30年 4月 1日
     0533-68-9133  (0533-66-1810) （後発調２）第508号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1296号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4598号          平成23年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2389330,113,7 オリーブ薬局 〒443-0104 （調基１）第1350号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡113 蒲郡市形原町三浦町１４－１ （後発調２）第352号       平成30年 4月 1日
     0533-75-6670  (0533-75-6671) （在薬）第4623号          平成23年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2390330,114,5 マルエー薬局 〒443-0059 （調基１）第1351号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡114 蒲郡市本町９－２１ （後発調１）第41号        平成30年 4月 1日
     0533-68-7681  (0533-68-9074) （か薬）第106号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4652号          平成23年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2391330,117,8 たんぽぽ薬局　形原店〒443-0104 （調基１）第389号         平成28年 4月 1日
     や蒲郡117 蒲郡市形原町北新田６３－１ （調基３イ）第163号       平成30年 4月 1日
     0533-57-3171  (0533-57-3172) （在薬）第5143号          平成25年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2392330,122,8 ウエルシア薬局蒲郡竹〒443-0046 （調基１）第1352号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡122 谷町店 蒲郡市竹谷町江尻２６－２ （後発調２）第418号       平成30年 4月 1日
     0533-66-6776  (0533-66-6778) （在薬）第5329号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2393330,123,6 みずたけ薬局 〒443-0005 （調基１）第1353号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡123 蒲郡市水竹町西清水川３１－４ （か薬）第809号           平成28年 4月 1日
     0533-65-7270  (0533-65-7270) （在薬）第5352号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2394330,124,4 グリーン薬局 〒443-0021 （調基１）第1354号        平成28年 4月 1日
     や蒲郡124 蒲郡市三谷町東４－８－１ （地支体）第17号          平成30年 4月 1日
     0533-68-3370  (0533-68-3373) （後発調２）第36号        平成30年 4月 1日
     （在調）第1164号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第810号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5392号          平成27年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2395330,125,1 めい薬局 〒443-0101 （調基１）第2716号        平成28年10月 1日
     や蒲郡125 蒲郡市一色町西山３－６ （地支体）第510号         平成30年 4月 1日
     0533-56-7898  (0533-56-7899) （後発調３）第369号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2361号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第5742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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  272

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2396330,126,9 アイセイ薬局　竹谷店〒443-0046 （調基３ロ）第143号       平成30年 4月 1日
     や蒲郡126 蒲郡市竹谷町宮前１０－４ （後発調２）第355号       平成30年 4月 1日
     0533-66-3883  (0533-67-5006) （在調）第998号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第5798号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2397330,127,7 ふれあい薬局蒲郡店 〒443-0004 （調基１）第2779号        平成28年12月 1日
     や蒲郡127 蒲郡市平田町松下１８－１ （後発調２）第624号       平成30年 4月 1日
     0533-66-1613  (0533-66-1614) （か薬）第2393号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第5827号          平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2398330,128,5 有限会社グレープ　ひ〒443-0038 （調基１）第2834号        平成29年 4月 1日
     や蒲郡128 ろいし調剤薬局 蒲郡市拾石町縄手添３－１ （在薬）第5875号          平成29年 3月 1日
     0533-56-8161  (0533-56-8162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2399330,129,3 あらいがた薬局 〒443-0051 （調基１）第2940号        平成29年 5月 1日
     や蒲郡129 蒲郡市新井形町殿海道１９－２０ （在薬）第5920号          平成29年 5月 1日
     0533-56-7130  (0533-56-7150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2400330,130,1 ぬくもり薬局 〒443-0038 （調基１）第2955号        平成29年 6月 1日
     や蒲郡130 蒲郡市拾石町本郷１７－１ （後発調１）第42号        平成30年 4月 1日
     0533-95-0577  (0533-95-0578) （か薬）第2335号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第5930号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2401330,131,9 くるみ調剤薬局　がま〒443-0046 （調基１）第3091号        平成30年 1月 1日
     や蒲郡131 ごおり中央店 蒲郡市竹谷町浜田１１－１ （地支体）第206号         平成30年 4月 1日
     0533-56-9502  (0533-56-9503) （後発調２）第274号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1096号          平成30年 1月 1日
     （か薬）第2317号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第6065号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2402330,132,7 あさひまち薬局 〒443-0045 （調基１）第3199号        平成30年 6月 1日
     や蒲郡132 蒲郡市旭町３５６－２ （在薬）第6164号          平成30年 6月 1日
     0533-56-2111  (0533-56-2110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2403340,009,5 ウラタ薬局 〒484-0081 （調基１）第1355号        平成28年 4月 1日
     や犬山9 犬山市犬山東古券１９７ （在薬）第1068号          平成 6年11月 1日
     0568-61-0683  (0568-61-0683)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2404340,019,4 株式会社はぐろ薬局 〒484-0894 （調基１）第1356号        平成28年 4月 1日
     や犬山19 犬山市羽黒古市場３５ （後発調３）第31号        平成30年 4月 1日
     0568-67-0132  (0568-67-0627) （在薬）第1071号          平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2405340,021,0 ごとう薬局 〒484-0066 （調基１）第18号          平成28年 4月 1日
     や犬山21 犬山市五郎丸鷺寺１１ー３７ （在薬）第1073号          平成 6年11月 1日
     0568-61-5000  (0568-62-9755)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  273

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2406340,030,1 はぐろ薬局犬山店 〒484-0081 （調基１）第2167号        平成28年 4月 1日
     や犬山30 犬山市犬山高見町９鈴井ビル１階 （在薬）第4694号          平成23年11月28日
     0568-65-0049  (0568-62-7478)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2407340,034,3 城東薬局 〒484-0094 （調基１）第276号         平成28年 4月 1日
     や犬山34 犬山市塔野地清水５－１ （在薬）第1079号          平成 6年11月 1日
     0568-62-3741  (0568-65-2871)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2408340,038,4 有限会社タカギ薬局 〒484-0084 （調基１）第277号         平成28年 4月 1日
     や犬山38 犬山市犬山南古券１６６－１４清 （地支体）第277号         平成30年 4月 1日
     水屋犬山店１階別棟 （か薬）第1939号          平成29年 5月 1日
     0568-62-8758  (0568-62-8754) （在薬）第4126号          平成20年12月10日
     （在薬）第5256号          平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2409340,046,7 シンコー薬局犬山店 〒484-0059 （調基１）第1357号        平成28年 4月 1日
     や犬山46 犬山市上坂町５－１６０ （在薬）第1660号          平成10年 7月 1日
     0568-65-2511  (0568-65-2516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2410340,047,5 犬山薬局 〒484-0081 （調基１）第1358号        平成28年 4月 1日
     や犬山47 犬山市犬山富士見町５ー１１ （後発調１）第80号        平成30年 4月 1日
     0568-61-0891  (0568-61-6484) （在調）第166号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第65号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第2012号          平成12年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2411340,048,3 ひまわり調剤薬局 〒484-0066 （調基２）第34号          平成30年 4月 1日
     や犬山48 犬山市五郎丸堀端４－３ （在薬）第5547号          平成27年 9月28日
     0568-63-3020  (0568-63-3021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2412340,049,1 水野薬局 〒484-0083 （調基１）第1359号        平成28年 4月 1日
     や犬山49 犬山市犬山東古券４２４－２ （在調）第167号           平成24年 4月 1日
     0568-63-0175  (0568-63-0176) （在薬）第2058号          平成12年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2413340,050,9 いぬやま南調剤薬局 〒484-0888 （調基１）第2168号        平成28年 4月 1日
     や犬山50 犬山市羽黒新田下蝉屋５－１ （地支体）第278号         平成30年 4月 1日
     0568-69-2248  (0568-69-2258) （後発調３）第422号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1574号          平成28年 8月 1日
     （在薬）第2186号          平成13年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2414340,051,7 アイリス薬局 〒484-0094 （調基１）第2169号        平成28年 4月 1日
     や犬山51 犬山市塔野地大畔１５－９ （地支体）第733号         平成30年 4月 1日
     0568-63-5800  (0568-63-5801) （か薬）第1325号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5459号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2415340,052,5 有限会社　アサヒ薬局〒484-0061 （調基２）第48号          平成30年 4月 1日
     や犬山52 　犬山店 犬山市前原桜坪２９－９ （在薬）第4783号          平成24年 6月11日
     0568-63-2121  (0568-63-2112)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  274

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2416340,054,1 パール調剤薬局犬山店〒484-0074 （調基１）第2170号        平成28年 4月 1日
     や犬山54 犬山市梅坪２－１２０－１ （在薬）第5743号          平成28年10月 1日
     0568-63-3530  (0568-63-3550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2417340,055,8 ハロー薬局犬山店 〒484-0081 （調基１）第2171号        平成28年 4月 1日
     や犬山55 犬山市犬山高見町４－５ （地支体）第207号         平成30年 4月 1日
     0568-63-5171  (0568-63-5172) （後発調２）第275号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第812号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3328号          平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2418340,057,4 日本調剤堀端薬局 〒484-0066 （調基３ロ）第202号       平成30年 4月 1日
     や犬山57 犬山市五郎丸堀端４－３ （後発調２）第625号       平成30年 4月 1日
     0568-63-5266  (0568-63-5276) （在調）第590号           平成27年10月 1日
     （か薬）第1264号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3676号          平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2419340,061,6 阪神調剤薬局犬山店 〒484-0066 （調基３ロ）第203号       平成30年 4月 1日
     や犬山61 犬山市五郎丸隅田１２－２１階 （後発調１）第482号       平成30年 4月 1日
     0568-63-5591  (0568-63-5592) （か薬）第1535号          平成28年 7月 1日
     （在薬）第4481号          平成22年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2420340,063,2 ゆう調剤薬局 〒484-0081 （調基１）第2172号        平成28年 4月 1日
     や犬山63 犬山市犬山東古券７２５ （地支体）第88号          平成30年 4月 1日
     0568-65-0270  (0568-65-0271) （後発調３）第109号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1105号          平成30年 3月 1日
     （か薬）第394号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3766号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2421340,064,0 エール調剤薬局犬山羽〒484-0894 （調基１）第2173号        平成28年 4月 1日
     や犬山64 黒店 犬山市羽黒神明１１－１０ （地支体）第734号         平成30年 4月 1日
     0568-69-0556  (0568-69-0557) （後発調１）第496号       平成30年 4月 1日
     （在調）第579号           平成27年 9月 1日
     （か薬）第813号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3835号          平成20年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2422340,066,5 スギ薬局　松本店 〒484-0086 （調基１）第2523号        平成28年 4月 1日
     や犬山66 犬山市松本町２－９５ （地支体）第442号         平成30年 4月 1日
     0568-63-5161  (0568-63-5163) （後発調１）第643号       平成30年 4月 1日
     （在調）第642号           平成28年 2月 1日
     （か薬）第974号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4006号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2423340,067,3 モンキー薬局 〒484-0081 （調基１）第2174号        平成28年 4月 1日
     や犬山67 犬山市犬山富士見町１２－３ （地支体）第649号         平成30年 4月 1日
     0568-65-0061  (0568-65-0062) （後発調１）第564号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1575号          平成28年 8月 1日
     （在薬）第4393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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  275

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2424340,068,1 ダリヤ犬山薬局 〒484-0066 （調基３イ）第65号        平成30年 4月 1日
     や犬山68 犬山市五郎丸隅田３０－１ （後発調１）第145号       平成30年 4月 1日
     0568-65-5070  (0568-65-5071) （在調）第1194号          平成30年 5月 1日
     （か薬）第814号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4284号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2425340,070,7 アポロ調剤薬局 〒484-0861 （調基１）第1360号        平成28年 4月 1日
     や犬山70 犬山市若宮１３９－１ （地支体）第585号         平成30年 4月 1日
     0568-68-8768  (0568-68-8769) （後発調３）第486号       平成30年 4月 1日
     （在調）第329号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第186号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4723号          平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2426340,071,5 スギ薬局　犬山西店 〒484-0059 （調基１）第2524号        平成28年 4月 1日
     や犬山71 犬山市上坂町５－２０９ （後発調２）第509号       平成30年 4月 1日
     0568-63-5271  (0568-63-5272) （在薬）第4884号          平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2427340,072,3 みつば調剤薬局 〒484-0072 （調基１）第2175号        平成28年 4月 1日
     や犬山72 犬山市丸山天白町７５－１ （後発調３）第514号       平成30年 4月 1日
     0568-48-0810  (0568-48-0811) （在薬）第5506号          平成27年 8月 3日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2428340,073,1 はぐろ薬局　塔野地店〒484-0097 （調基１）第1361号        平成28年 4月 1日
     や犬山73 犬山市塔野地北４－１２－２ （地支体）第586号         平成30年 4月 1日
     0568-68-6182  (0568-68-6183) （在調）第731号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第2165号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第5632号          平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2429340,074,9 げんこつ薬局 〒484-0883 （調基１）第2665号        平成28年 8月 1日
     や犬山74 犬山市羽黒成海南９－３ （後発調２）第709号       平成30年 5月 1日
     0568-68-1160  (0568-68-1161) （在薬）第5688号          平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2430340,075,6 マイ薬局 〒484-0066 （調基１）第2927号        平成29年 3月16日
     や犬山75 犬山市五郎丸上池３０－５ （後発調１）第81号        平成30年 4月 1日
     0568-63-2727  (0568-63-2728) （在薬）第5905号          平成29年 3月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2431340,076,4 薬局羽黒調剤センター〒484-0894 （調基３イ）第243号       平成30年 4月 1日
     や犬山76 店 犬山市羽黒小安１２６－１ （後発調３）第487号       平成30年 4月 1日
     0568-67-7099  (0568-67-7645) （在薬）第5806号          平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2432340,077,2 カワムラ薬局 〒484-0869 （調基１）第2786号        平成29年 1月 1日
     や犬山77 犬山市惣作７２－５ （地支体）第650号         平成30年 4月 1日
     0568-65-6203  (0568-65-6204) （後発調３）第550号       平成30年 5月 1日
     （か薬）第2419号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第5832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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  276

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2433340,078,0 むつき薬局 〒484-0894 （調基１）第3037号        平成29年11月 1日
     や犬山78 犬山市羽黒川西２－４ （在薬）第6014号          平成29年11月 1日
     0568-39-6281  (0568-39-6291)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2434350,016,7 福島薬局 〒479-0828 （調基１）第1362号        平成28年 4月 1日
     や常滑16 常滑市市場町４－１１６ （在薬）第407号           平成 6年11月 1日
     0569-35-2793  (0569-35-2793)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2435350,023,3 大晃堂薬局 〒479-0827 （調基１）第1363号        平成28年 4月 1日
     や常滑23 常滑市保示町４－１３８ （在薬）第458号           平成 6年11月 1日
     0569-35-4169  (0569-35-4169)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2436350,030,8 関薬局 〒479-0833 （調基１）第278号         平成28年 4月 1日
     や常滑30 常滑市北条４－６７ （後発調２）第85号        平成30年 4月 1日
     0569-35-2778  (0569-35-2778) （在薬）第409号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2437350,034,0 ワタリ調剤薬局常滑店〒479-0041 （調基３イ）第24号        平成30年 4月 1日
     や常滑34 常滑市千代６１－１８ （在薬）第1469号          平成 9年11月 1日
     0569-34-7778  (0569-34-7646)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2438350,036,5 くわやま調剤薬局 〒479-0003 （調基１）第1364号        平成28年 4月 1日
     や常滑36 常滑市金山堀田１１２－１ （地支体）第208号         平成30年 4月 1日
     0569-44-0903  (0569-44-0906) （後発調２）第276号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第66号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第1805号          平成11年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2439350,039,9 ふくしま調剤薬局 〒479-0868 （調基１）第1365号        平成28年 4月 1日
     や常滑39 常滑市飛香台７－２－７ （後発調３）第32号        平成30年 4月 1日
     0569-35-9036  (0569-35-9036) （か薬）第67号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第5454号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2440350,043,1 まるえい調剤薬局本郷〒479-0853 （調基１）第1366号        平成28年 4月 1日
     や常滑43 店 常滑市本郷町１－４１１ （後発調２）第277号       平成30年 4月 1日
     0569-44-0220  (0569-44-0221) （在調）第168号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第68号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第2557号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2441350,044,9 スギヤマ薬局奥条店 〒479-0822 （調基１）第2176号        平成28年 4月 1日
     や常滑44 常滑市奥条４－９８ （在薬）第2373号          平成13年12月 1日
     0569-34-5861  (0569-36-0812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2442350,045,6 キョーワ薬局　常滑店〒479-0837 （調基３イ）第164号       平成30年 4月 1日
     や常滑45 常滑市新開町３－１３７ヤマキビ （後発調２）第419号       平成30年 4月 1日
     ル１階 （か薬）第396号           平成28年 4月 1日
     0569-36-2888  (0569-36-2777) （在薬）第3392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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  277

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2443350,046,4 すみれ薬局 〒479-0866 （調基１）第2177号        平成28年 4月 1日
     や常滑46 常滑市大野町１０－３３ （地支体）第371号         平成30年 4月 1日
     0569-43-6061  (0569-43-6064) （後発調１）第373号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1326号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3490号          平成18年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2444350,048,0 コスモス薬局多屋店 〒479-0831 （調基１）第2178号        平成28年 4月 1日
     や常滑48 常滑市錦町３－３２ （地支体）第372号         平成30年 4月 1日
     0569-35-0777  (0569-35-0766) （後発調１）第736号       平成30年 6月 1日
     （後発調２）第353号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1348号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3718号          平成20年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2445350,049,8 スギ薬局　市場店 〒479-0828 （調基１）第2525号        平成28年 4月 1日
     や常滑49 常滑市市場町１－２０ （後発調２）第510号       平成30年 4月 1日
     0569-34-8760  (0569-34-8761) （在薬）第4007号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2446350,050,6 スギ薬局　榎戸店 〒479-0841 （調基１）第2526号        平成28年 4月 1日
     や常滑50 常滑市明和町１－１３ （後発調３）第488号       平成30年 4月 1日
     0569-36-2101  (0569-35-0751) （在薬）第4230号          平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2447350,051,4 スギ薬局　常滑陶郷店〒479-0835 （調基１）第2527号        平成28年 4月 1日
     や常滑51 常滑市陶郷町４－１ （地支体）第443号         平成30年 4月 1日
     0569-36-1266  (0569-35-0688) （後発調３）第489号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2286号          平成29年12月 1日
     （在薬）第4485号          平成22年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2448350,052,2 くるみ調剤薬局　とこ〒479-0863 （調基１）第3145号        平成30年 4月 1日
     や常滑52 なめ店 常滑市西之口８－３－１ （地支体）第652号         平成30年 4月 1日
     0569-89-0070  (0569-89-0071) （か薬）第1096号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4854号          平成24年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2449350,054,8 コストコホールセール〒479-0882 （調基１）第2179号        平成28年 4月 1日
     や常滑54 中部空港倉庫店薬局 常滑市りんくう町１－２５－１４ （在薬）第5511号          平成27年 9月 1日
     0569-38-9008  (0569-38-9018)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2450350,055,5 髙須薬局 〒479-0866 （調基１）第1367号        平成28年 4月 1日
     や常滑55 常滑市大野町７－４０ （後発調２）第86号        平成30年 4月 1日
     0569-42-1015  (0569-42-1115) （在調）第555号           平成27年 8月 1日
     （か薬）第817号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5206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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  278

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2451350,056,3 エイト薬局　おおの店〒479-0863 （調基１）第1368号        平成28年 4月 1日
     や常滑56 常滑市西之口１－８４－２ （地支体）第209号         平成30年 4月 1日
     0569-47-8862  (0569-47-8863) （後発調３）第241号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1165号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第818号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5287号          平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2452350,058,9 スギ薬局　常滑インタ〒479-0868 （調基１）第2528号        平成28年 4月 1日
     や常滑58 ー店 常滑市飛香台４－１－２ （後発調３）第490号       平成30年 4月 1日
     0569-36-2126  (0569-36-2127) （在薬）第5439号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2453350,059,7 ココカラファイン薬局〒479-0868 （調基１）第2180号        平成28年 4月 1日
     や常滑59 とこなめ店 常滑市飛香台４－１３－１１ （調基３ロ）第204号       平成30年 4月 1日
     0569-35-9311  (0569-35-9312) （後発調１）第565号       平成30年 4月 1日
     （後発調２）第710号       平成30年 5月 1日
     （か薬）第820号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5440号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2454350,060,5 なの花薬局　常滑市民〒479-0868 （調基１）第2181号        平成28年 4月 1日
     や常滑60 病院前店 常滑市飛香台７－２－５レーベン （調基３ロ）第27号        平成30年 4月 1日
     ビル常滑１階 （後発調１）第146号       平成30年 4月 1日
     0569-47-6690  (0569-47-6691) （在薬）第5469号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2455350,061,3 にじの丘薬局　常滑 〒479-0831 （調基２）第14号          平成30年 4月 1日
     や常滑61 常滑市錦町１－２３－２ （後発調３）第33号        平成30年 4月 1日
     0569-47-5728  (0569-47-5758) （在薬）第5548号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2456350,062,1 イオン薬局イオンスタ〒479-0882 （調基３ロ）第28号        平成30年 4月 1日
     や常滑62 イル常滑 常滑市りんくう町２－２０－３ （後発調１）第147号       平成30年 4月 1日
     0569-35-9502  (0569-35-9503) （在薬）第5566号          平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2457350,063,9 さざんか薬局 〒479-0842 （調基１）第2685号        平成28年 9月 1日
     や常滑63 常滑市大鳥町３－６ （地支体）第653号         平成30年 4月 1日
     0569-47-9030  (0569-47-9031) （後発調２）第627号       平成30年 4月 1日
     （在調）第942号           平成29年 3月 1日
     （か薬）第2136号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第5703号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2458350,065,4 スギ薬局　常滑北店 〒479-0863 （調基１）第2787号        平成29年 1月 1日
     や常滑65 常滑市西之口１０－５５－１ （後発調３）第491号       平成30年 4月 1日
     0569-84-0017  (0569-84-0018) （在薬）第5833号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2459350,066,2 エイト瀬木薬局 〒479-0044 （調基３ロ）第121号       平成30年 4月 1日
     や常滑66 常滑市乙田２９－１１ （後発調３）第240号       平成30年 4月 1日
     0569-36-3600  (0569-36-3601) （在薬）第5982号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  279

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2460350,067,0 エイト薬局あすか台 〒479-0868 （調基３ロ）第120号       平成30年 4月 1日
     や常滑67 常滑市飛香台７－３－１ （後発調１）第247号       平成30年 4月 1日
     0569-35-9031  (0569-35-9032) （在調）第1042号          平成29年 9月 1日
     （か薬）第2195号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第5981号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2461360,005,8 平松薬局 〒483-8217 （調基１）第279号         平成28年 4月 1日
     や江南5 江南市古知野町古渡６０ （在薬）第909号           平成 6年11月 1日
     0587-56-2839  (0587-56-5608)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2462360,024,9 サワダ薬局 〒483-8258 （調基１）第9号           平成28年 4月 1日
     や江南24 江南市上奈良町瑞穂２２４ （在薬）第917号           平成 6年11月 1日
     0587-55-0061  (0587-55-0261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2463360,030,6 ウジタ薬局 〒483-8348 （調基１）第172号         平成28年 4月 1日
     や江南30 江南市前飛保町河原１２ （か薬）第821号           平成28年 4月 1日
     0587-55-6833  (0587-55-7177) （在薬）第2853号          平成15年 7月18日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2464360,038,9 平松漢方薬局 〒483-8206 （調基１）第1369号        平成28年 4月 1日
     や江南38 江南市古知野町千丸２０－１レジ （後発調３）第111号       平成30年 4月 1日
     デンス吉野１階 （在薬）第923号           平成 9年 4月18日
     0587-59-7192  (0587-59-7192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2465360,040,5 昭和薬局 〒483-8337 （調基１）第280号         平成28年 4月 1日
     や江南40 江南市藤ケ丘６－１－１江南団地 （在薬）第925号           平成 6年11月 1日
     ５４－１０７
     0587-58-8432  (0587-58-8432)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2466360,043,9 大幸堂薬局 〒483-8334 （調基１）第281号         平成28年 4月 1日
     や江南43 江南市前飛保町緑ケ丘９１ （在薬）第927号           平成 6年11月 1日
     0587-53-3883  (0587-53-3885)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2467360,045,4 恵比寿薬局 〒483-8158 （調基１）第2182号        平成28年 4月 1日
     や江南45 江南市布袋町東３７６ （か薬）第187号           平成28年 4月 1日
     0587-53-4595  (0587-53-4595) （在薬）第19号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2468360,046,2 ワイエス薬局宮田店 〒483-8389 （調基３イ）第66号        平成30年 4月 1日
     や江南46 江南市後飛保町両家１６７ （後発調１）第148号       平成30年 4月 1日
     0587-57-3948  (0587-57-3944) （在薬）第1191号          平成 7年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2469360,047,0 ノガキ薬局 〒483-8365 （調基１）第51号          平成28年 4月 1日
     や江南47 江南市河野町一色１３２－２ （後発調２）第155号       平成30年 4月 1日
     0587-57-7367  (0587-57-7369)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  280

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2470360,050,4 清栄薬局 〒483-8245 （調基１）第1370号        平成28年 4月 1日
     や江南50 江南市五明町大膳４ （調基２）第35号          平成30年 4月 1日
     0587-52-1868  (0587-52-1869) （後発調１）第737号       平成30年 6月 1日
     （か薬）第2074号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第1397号          平成 9年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2471360,051,2 東野調剤薬局 〒483-8261 （調基３イ）第67号        平成30年 4月 1日
     や江南51 江南市東野町神上　１７ （か薬）第2394号          平成30年 4月 1日
     0587-56-5197  (0587-56-5198) （在薬）第1413号          平成 9年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2472360,055,3 尾北センター薬局 〒483-8086 （調基２）第79号          平成30年 4月 1日
     や江南55 江南市高屋町大松原１１８－１ （後発調２）第278号       平成30年 4月 1日
     0587-56-8181  (0587-52-2882) （か薬）第1098号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3803号          平成20年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2473360,056,1 大幸堂薬局古知野店 〒483-8214 （調基１）第282号         平成28年 4月 1日
     や江南56 江南市古知野町日の出９５－１ （後発調３）第192号       平成30年 4月 1日
     0587-52-2887  (0587-52-2880) （在薬）第1576号          平成10年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2474360,057,9 ひまわり調剤薬局 〒483-8086 （調基１）第1371号        平成28年 4月 1日
     や江南57 江南市高屋町大松原１１４－１ （後発調３）第110号       平成30年 4月 1日
     0587-52-5757  (0587-56-5666) （在薬）第4392号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2475360,058,7 伊藤薬局 〒483-8006 （調基１）第176号         平成28年 4月 1日
     や江南58 江南市草井町中１７２ （在薬）第1615号          平成10年 5月 1日
     0587-59-8416  (0587-50-9715)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2476360,072,8 マナ調剤薬局赤童子店〒483-8221 （調基１）第2184号        平成28年 4月 1日
     や江南72 江南市赤童子町大堀２ （地支体）第336号         平成30年 4月 1日
     0587-56-7222  (0587-56-7220) （後発調３）第403号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第398号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2196号          平成13年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2477360,073,6 マナ調剤薬局上奈良店〒483-8259 （調基２）第42号          平成30年 4月 1日
     や江南73 江南市上奈良町栄１０２ （後発調２）第335号       平成30年 4月 1日
     0587-53-6608  (0587-53-6618) （か薬）第2293号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第2208号          平成13年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2478360,075,1 おさき調剤薬局 〒483-8161 （調基１）第283号         平成28年 4月 1日
     や江南75 江南市尾崎町上田７１－２ （後発調２）第279号       平成30年 4月 1日
     0587-51-5377  (0587-51-5378) （在薬）第2448号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2479360,076,9 大島薬局江南店 〒483-8273 （調基１）第1372号        平成28年 4月 1日
     や江南76 江南市古知野町本郷９８ （後発調２）第280号       平成30年 4月 1日
     0587-56-7351  (0587-56-7352) （在調）第446号           平成26年 7月 1日
     （在薬）第2598号          平成14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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  281

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2480360,079,3 たけのこ薬局 〒483-8157 （調基１）第1373号        平成28年 4月 1日
     や江南79 江南市北山町西２１９－２ （地支体）第511号         平成30年 4月 1日
     0587-56-7627  (0587-56-7628) （か薬）第823号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2976号          平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2481360,080,1 藤薬局江南調剤センタ〒483-8336 （調基１）第2609号        平成28年 4月 1日
     や江南80 ー 江南市前飛保町寺町２１０ （後発調３）第112号       平成30年 4月 1日
     0587-51-5011  (0587-51-5011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2482360,082,7 江南スマイル薬局 〒483-8044 （調基１）第1374号        平成28年 4月 1日
     や江南82 江南市宮後町船渡１２８ （後発調１）第718号       平成30年 5月 1日
     0587-52-1777  (0587-52-1778) （在薬）第3055号          平成16年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2483360,083,5 マイ調剤薬局 〒483-8246 （調基１）第100号         平成28年 4月 1日
     や江南83 江南市五明町福森１３２ （在薬）第3075号          平成16年 9月 1日
     0587-53-7600  (0587-53-7601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2484360,087,6 高屋調剤薬局 〒483-8035 （調基１）第1375号        平成28年 4月 1日
     や江南87 江南市高屋町大門２６８ （後発調１）第248号       平成30年 4月 1日
     0587-56-0011  (0587-56-0071) （か薬）第2120号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2485360,088,4 ワイエス薬局 〒483-8259 （調基２）第109号         平成30年 4月 1日
     や江南88 江南市上奈良町緑３３ （在薬）第3635号          平成19年 6月 1日
     0587-55-1227  (0587-54-2425)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2486360,089,2 つばさ薬局 〒483-8205 （調基１）第1376号        平成28年 4月 1日
     や江南89 江南市古知野町小金２５メゾン江 （後発調３）第63号        平成30年 4月 1日
     南１階
     0587-51-0688  (0587-51-0689)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2487360,091,8 五条薬局 〒483-8123 （調基１）第1377号        平成28年 4月 1日
     や江南91 江南市曽本町幼川添３８４ （後発調１）第149号       平成30年 4月 1日
     0587-52-2075  (0587-52-2075)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2488360,099,1 日本調剤江南薬局 〒483-8087 （調基３ロ）第205号       平成30年 4月 1日
     や江南99 江南市高屋町北上３４ （後発調３）第308号       平成30年 4月 1日
     0587-51-1766  (0587-51-1767) （在調）第442号           平成26年 6月 1日
     （か薬）第1940号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第3790号          平成20年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2489360,104,9 スギ薬局　高屋店 〒483-8084 （調基１）第2529号        平成28年 4月 1日
     や江南104 江南市高屋町御日塚６８－１ （地支体）第444号         平成30年 4月 1日
     0587-51-1055  (0587-53-2629) （後発調２）第511号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第36号            平成20年 9月 1日
     （在調）第365号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第2150号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第4009号          平成20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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  282

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2490360,105,6 ひまわり調剤薬局 〒483-8254 （調基１）第2185号        平成28年 4月 1日
     や江南105 江南市木賀町新開１５３ （在薬）第4394号          平成22年 4月 1日
     0587-51-1088  (0587-81-4128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2491360,106,4 サーブ調剤薬局 〒483-8145 （調基１）第2186号        平成28年 4月 1日
     や江南106 江南市小郷町西ノ山８５－５ （後発調３）第423号       平成30年 4月 1日
     0587-56-3459  (0587-56-3459) （か薬）第2207号          平成29年10月 1日
     （在薬）第4302号          平成21年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2492360,107,2 オリオン薬局　江南店〒483-8311 （調基１）第2187号        平成28年 4月 1日
     や江南107 江南市村久野町九郷１７８ （地支体）第279号         平成30年 4月 1日
     0587-52-3357  (0587-52-3358) （後発調１）第405号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第399号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4349号          平成22年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2493360,109,8 ひまわり調剤薬局　大〒483-8252 （調基１）第2188号        平成28年 4月 1日
     や江南109 間店 江南市大間町南大間２－４ （在薬）第4476号          平成22年 9月 1日
     0587-81-4118  (0587-81-4128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2494360,111,4 あかり薬局 〒483-8279 （調基１）第1379号        平成28年 4月 1日
     や江南111 江南市古知野町宮裏１９６ （後発調１）第344号       平成30年 4月 1日
     0587-81-3551  (0587-81-3552) （か薬）第1941号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第4536号          平成23年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2495360,112,2 くるみ調剤薬局　こう〒483-8339 （調基１）第3146号        平成30年 4月 1日
     や江南112 なん店 江南市飛高町栄３０６－１ （後発調２）第37号        平成30年 4月 1日
     0587-81-5334  (0587-81-6334) （在薬）第4558号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2496360,113,0 アリス調剤薬局 〒483-8271 （調基１）第284号         平成28年 4月 1日
     や江南113 江南市古知野町桃源２９ （地支体）第654号         平成30年 4月 1日
     0587-51-0075  (0587-51-0076) （後発調２）第281号       平成30年 4月 1日
     （後発調３）第566号       平成30年 6月 1日
     （か薬）第2075号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第4592号          平成23年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2497360,114,8 こちの薬局 〒483-8276 （調基１）第34号          平成28年 4月 1日
     や江南114 江南市古知野町宮前６８ （地支体）第89号          平成30年 4月 1日
     0587-51-2100  (0587-51-2101) （在調）第169号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第2420号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第4729号          平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2498360,115,5 たなばた薬局 〒483-8318 （調基１）第1380号        平成28年 4月 1日
     や江南115 江南市村久野町宮出６４ （か薬）第1900号          平成29年 4月 1日
     0587-57-7602  (0587-57-7603) （在薬）第5871号          平成29年 2月24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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  283

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2499360,116,3 天神薬局 〒483-8175 （調基１）第2189号        平成28年 4月 1日
     や江南116 江南市北野町天神３－４ （後発調３）第113号       平成30年 4月 1日
     0587-54-7600  (0587-54-7611) （か薬）第2016号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第4945号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2500360,117,1 ローソンクオール薬局〒483-8086 （調基１）第285号         平成28年 4月 1日
     や江南117 江南高屋町店 江南市高屋町大松原１３６－５ （後発調３）第399号       平成30年 4月 1日
     0587-51-1789  (0587-51-1790) （か薬）第400号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5051号          平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2501360,118,9 薬局マツモトキヨシ　〒483-8321 （調基１）第2190号        平成28年 4月 1日
     や江南118 ピアゴ江南店 江南市村久野町瀬頭１６３ピアゴ （後発調３）第492号       平成30年 4月 1日
     江南１階
     0587-52-5502  (0587-52-5502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2502360,120,5 クオール薬局江南飛高〒483-8069 （調基３ロ）第127号       平成30年 4月 1日
     や江南120 町店 江南市飛高町宮町１２０ （後発調３）第242号       平成30年 4月 1日
     0587-51-1289  (0587-51-1290) （か薬）第2104号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第5611号          平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2503360,121,3 キョーワ薬局　江南北〒483-8086 （調基３イ）第165号       平成30年 4月 1日
     や江南121 店 江南市高屋町大松原１２２－１ （薬菌）第265号           平成29年 4月 1日
     0587-50-0400  (0587-50-0401) （か薬）第2213号          平成29年10月 1日
     （在薬）第5891号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2504360,122,1 ファミリー薬局 〒483-8259 （調基１）第2949号        平成29年 5月 1日
     や江南122 江南市上奈良町錦５５－３ （在薬）第5921号          平成29年 5月 1日
     0587-81-7386  (0587-81-7387)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2505360,123,9 おおぞら調剤薬局 〒483-8417 （調基１）第3092号        平成30年 1月 1日
     や江南123 江南市東野町烏森７２ （在薬）第6066号          平成30年 1月 1日
     0587-53-7077  (0587-53-7877)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2506380,026,0 有限会社小木調剤薬局〒485-0058 （調基１）第1382号        平成28年 4月 1日
     や小牧26 小牧市小木２－３７５ （在薬）第1216号          平成 8年 4月 1日
     0568-73-5557  (0568-73-4664)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2507380,029,4 サカエ薬局 〒485-0814 （調基１）第1383号        平成28年 4月 1日
     や小牧29 小牧市古雅３－２２－１５ （調基１）第2191号        平成28年 4月 1日
     0568-79-8878  (0568-79-8878) （在薬）第432号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2508380,033,6 薬局ヘルスピットアル〒485-0052 （調基１）第1384号        平成28年 4月 1日
     や小牧33 ファ 小牧市多気中町２４ （か薬）第826号           平成28年 4月 1日
     0568-77-6693  (0568-74-0708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  284

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2509380,036,9 南天堂薬局 〒485-0003 （調基１）第1385号        平成28年 4月 1日
     や小牧36 小牧市久保一色３３８１－６ （地支体）第210号         平成30年 4月 1日
     0568-72-4768  (0568-75-7144) （在調）第170号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第827号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第435号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2510380,053,4 草漢堂薬局ほのぼの調〒485-0044 （調基１）第1387号        平成28年 4月 1日
     や小牧53 剤 小牧市常普請１－２５９ （地支体）第655号         平成30年 4月 1日
     0568-42-0201  (0568-42-0203) （後発調１）第566号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第401号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2415号          平成14年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2511380,054,2 たんぽぽ薬局小牧店 〒485-0044 （調基１）第2863号        平成29年 4月 1日
     や小牧54 小牧市常普請１－５１ （調基３イ）第166号       平成30年 4月 1日
     0568-42-0181  (0568-41-7312) （後発調１）第345号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2137号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第2015号          平成12年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2512380,061,7 ハロー薬局北里店 〒485-0057 （調基３ロ）第90号        平成30年 4月 1日
     や小牧61 小牧市小木西３－１０５ （在調）第758号           平成28年 5月 1日
     0568-74-7773  (0568-74-7775) （か薬）第828号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2120号          平成12年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2513380,067,4 こまき調剤薬局外堀店〒485-0039 （調基１）第1388号        平成28年 4月 1日
     や小牧67 小牧市外堀２－２５６ （か薬）第1497号          平成28年 7月 1日
     0568-73-1561  (0568-73-1581) （在薬）第2374号          平成13年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2514380,068,2 ファミリー調剤薬局小〒485-0041 （調基１）第65号          平成28年 4月 1日
     や小牧68 牧店 小牧市小牧３－５６０ （後発調１）第150号       平成30年 4月 1日
     0568-72-6004  (0568-72-6004) （在調）第28号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第402号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2563号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2515380,070,8 ひまわり調剤薬局 〒485-0829 （調基１）第1389号        平成28年 4月 1日
     や小牧70 小牧市小牧原４－３６ （後発調３）第114号       平成30年 4月 1日
     0568-42-1617  (0568-42-1618) （在薬）第4395号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2516380,072,4 有限会社ミドリ薬局小〒485-0029 （調基１）第390号         平成28年 4月 1日
     や小牧72 牧店 小牧市中央６－５ （地支体）第656号         平成30年 4月 1日
     0568-74-4567  (0568-74-4568) （後発調１）第346号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第829号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4724号          平成24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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  285

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2517380,074,0 愛北薬局 〒485-0004 （調基１）第1390号        平成28年 4月 1日
     や小牧74 小牧市田県町１８ （地支体）第657号         平成30年 4月 1日
     0568-75-3388  (0568-75-3418) （在調）第247号           平成24年 8月 1日
     （か薬）第17号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第2772号          平成15年 3月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2518380,075,7 ナイス薬局こまき店 〒485-0044 （調基３ロ）第123号       平成30年 4月 1日
     や小牧75 小牧市常普請１－３３ （後発調２）第282号       平成30年 4月 1日
     0568-74-0177  (0568-74-0250) （在調）第1049号          平成29年10月 1日
     （か薬）第830号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2773号          平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2519380,077,3 ふくとく薬局 〒485-0829 （調基１）第2193号        平成28年 4月 1日
     や小牧77 小牧市小牧原２－４８ （在薬）第2917号          平成15年12月 1日
     0568-75-7373  (0568-75-8555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2520380,079,9 中日調剤薬局古雅医者〒485-0814 （調基１）第2194号        平成28年 4月 1日
     や小牧79 村店 小牧市古雅３－５２－１ （地支体）第211号         平成30年 4月 1日
     0568-47-5777  (0568-47-5778) （在調）第231号           平成24年 5月 1日
     （か薬）第831号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2833号          平成15年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2521380,081,5 キョーワ薬局　小牧駅〒485-0029 （調基３イ）第167号       平成30年 4月 1日
     や小牧81 前店 小牧市中央１－２２２ （か薬）第403号           平成28年 4月 1日
     0568-42-2001  (0568-42-2007) （在薬）第2870号          平成15年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2522380,084,9 いずみ薬局小木店 〒485-0056 （調基１）第1391号        平成28年 4月 1日
     や小牧84 小牧市小木南２－３１－２ （地支体）第735号         平成30年 4月 1日
     0568-74-2700  (0568-74-2701) （後発調１）第493号       平成30年 4月 1日
     （在調）第174号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第1267号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2977号          平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2523380,086,4 エスケー調剤薬局　小〒485-0029 （調基２）第81号          平成30年 4月 1日
     や小牧86 牧店 小牧市中央３－２７０ＡＲＳビル （後発調３）第243号       平成30年 4月 1日
     ＷＥＳＴ東棟 （在薬）第4842号          平成24年 8月17日
     0568-74-2125  (0568-74-2135)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2524380,089,8 グリーン薬局小牧東店〒485-0044 （調基３イ）第168号       平成30年 4月 1日
     や小牧89 小牧市常普請１－３４ （後発調２）第420号       平成30年 4月 1日
     0568-42-0731  (0568-42-3252) （在調）第330号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第1520号          平成28年 7月 1日
     （在薬）第3147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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  286

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2525380,094,8 やまと調剤薬局小牧店〒485-0047 （調基３イ）第169号       平成30年 4月 1日
     や小牧94 小牧市曙町５０ハイツ久郷１階 （後発調３）第433号       平成30年 4月 1日
     0568-72-6188  (0568-72-6199) （薬菌）第24号            平成19年 3月 1日
     （か薬）第1942号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第3232号          平成17年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2526380,096,3 げんき調剤薬局 〒485-0011 （調基１）第2195号        平成28年 4月 1日
     や小牧96 小牧市岩崎１７０８－３ （後発調３）第493号       平成30年 4月 1日
     0568-76-8897  (0568-76-8896) （か薬）第2121号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第3267号          平成17年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2527380,097,1 中日調剤薬局　桃花台〒485-0811 （調基１）第2196号        平成28年 4月 1日
     や小牧97 店 小牧市光ケ丘３－６５－２ （地支体）第212号         平成30年 4月 1日
     0568-47-5633  (0568-47-5634) （在調）第1126号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第832号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3268号          平成17年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2528380,100,3 トーカイ薬局小牧店 〒485-0041 （調基３イ）第170号       平成30年 4月 1日
     や小牧100 小牧市小牧３－１６０ （か薬）第2020号          平成29年 6月 1日
     0568-77-3363  (0568-77-3364) （在薬）第3471号          平成18年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2529380,102,9 ファミリー調剤薬局ピ〒485-0814 （調基１）第67号          平成28年 4月 1日
     や小牧102 アーレ店 小牧市古雅１－１ピアーレ２階 （後発調２）第354号       平成30年 4月 1日
     0568-47-2112  (0568-47-2113) （在薬）第3507号          平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2530380,105,2 コスモス調剤薬局小牧〒485-0029 （調基１）第1393号        平成28年 4月 1日
     や小牧105 駅南店 小牧市中央１－３３４－２ （地支体）第4号           平成30年 4月 1日
     0568-77-6391  (0568-77-6392) （後発調１）第43号        平成30年 4月 1日
     （在調）第497号           平成26年12月 1日
     （か薬）第1269号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4303号          平成21年 9月24日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2531380,106,0 コスモス調剤薬局小牧〒485-0029 （調基１）第1394号        平成28年 4月 1日
     や小牧106 駅北店 小牧市中央２－６０ピアオオノビ （地支体）第5号           平成30年 4月 1日
     ル１Ｆ１－Ｂ （在調）第1127号          平成30年 4月 1日
     0568-71-9002  (0568-71-9003) （か薬）第833号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3606号          平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2532380,107,8 コスモス調剤薬局小針〒485-0039 （調基３イ）第25号        平成30年 4月 1日
     や小牧107 店 小牧市外堀２－２７１ （か薬）第1270号          平成28年 4月 1日
     0568-74-6001  (0568-74-6002) （在薬）第3646号          平成19年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2533380,108,6 さつき薬局 〒485-0041 （調基１）第286号         平成28年 4月 1日
     や小牧108 小牧市小牧２－２９１ （在薬）第3744号          平成20年 3月 1日
     0568-76-0700  (0568-77-9807)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  287

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2534380,109,4 キョーワ薬局　小牧店〒485-0044 （調基１）第1395号        平成28年 4月 1日
     や小牧109 小牧市常普請１－３５ （調基３イ）第68号        平成30年 4月 1日
     0568-76-9700  (0568-76-9701) （後発調１）第151号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1943号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第3837号          平成20年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2535380,111,0 スギ薬局　堀の内店 〒485-0046 （調基１）第2530号        平成28年 4月 1日
     や小牧111 小牧市堀の内２－６０ （地支体）第445号         平成30年 4月 1日
     0568-42-1255  (0568-42-1256) （後発調２）第512号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第203号           平成22年 2月 1日
     （在調）第545号           平成27年 7月 1日
     （か薬）第1944号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第4335号          平成22年 1月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2536380,113,6 ディ調剤薬局 〒485-0063 （調基３イ）第26号        平成30年 4月 1日
     や小牧113 小牧市藤島町鏡池７４－２ （後発調３）第34号        平成30年 4月 1日
     0568-73-5911  (0568-73-5912) （か薬）第1271号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4072号          平成20年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2537380,115,1 小牧調剤センター薬局〒485-0033 （調基１）第2197号        平成28年 4月 1日
     や小牧115 小牧市郷中１－１１８－１ （地支体）第658号         平成30年 4月 1日
     0568-74-1967  (0568-74-1968) （後発調２）第628号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2155号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第4110号          平成20年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2538380,116,9 ななくさ薬局 〒485-0072 （調基１）第2198号        平成28年 4月 1日
     や小牧116 小牧市元町１－２２サングランデ （地支体）第736号         平成30年 4月 1日
     元町１階 （後発調２）第629号       平成30年 4月 1日
     0568-72-7755  (0568-54-7699) （在調）第732号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第2049号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第4142号          平成21年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2539380,120,1 くるみ調剤薬局　こま〒485-0832 （調基１）第2864号        平成29年 4月 1日
     や小牧120 き店 小牧市応時１－２０１ （後発調１）第44号        平成30年 4月 1日
     0568-65-8846  (0568-65-8847) （か薬）第1871号          平成29年 3月 1日
     （在薬）第4330号          平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2540380,121,9 スマイル薬局ごうなか〒485-0033 （調基１）第2199号        平成28年 4月 1日
     や小牧121 店 小牧市郷中１－２４０－４ （地支体）第527号         平成30年 4月 1日
     0568-65-9142  (0568-65-9143) （後発調３）第370号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第406号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4413号          平成22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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  288

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2541380,125,0 調剤薬局　ａｍａｎｏ〒485-0812 （調基１）第1396号        平成28年 4月 1日
     や小牧125 　桃花台店 小牧市城山１－３ピエスタ１階 （地支体）第659号         平成30年 4月 1日
     0568-47-2920  (0568-78-7857) （在調）第928号           平成29年 2月 1日
     （か薬）第1413号          平成28年 5月 1日
     （在薬）第4678号          平成23年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2542380,126,8 つつじ調剤薬局 〒485-0016 （調基１）第1397号        平成28年 4月 1日
     や小牧126 小牧市間々原新田宮前５３６－１ （地支体）第25号          平成30年 4月 1日
     0568-41-7307  (0568-65-7018) （後発調３）第35号        平成30年 4月 1日
     （か薬）第1100号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4697号          平成24年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2543380,127,6 こまき調剤薬局　中央〒485-0029 （調基１）第2200号        平成28年 4月 1日
     や小牧127 店 小牧市中央２－１９８濃尾開発ビ （後発調１）第495号       平成30年 4月 1日
     ル１階 （在薬）第4696号          平成24年 1月 1日
     0568-41-3866  (0568-41-3884)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2544380,128,4 南山堂薬局桃花台店 〒485-0815 （調基１）第1398号        平成28年 4月 1日
     や小牧128 小牧市篠岡１－３ （地支体）第737号         平成30年 4月 1日
     0568-68-8881  (0568-68-8882) （後発調２）第630号       平成30年 4月 1日
     （在調）第308号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第835号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4709号          平成24年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2545380,129,2 エムハート薬局　久保〒485-0006 （調基３ロ）第206号       平成30年 4月 1日
     や小牧129 新町店 小牧市久保新町１１ （か薬）第1850号          平成29年 2月 1日
     0568-77-5550  (0568-77-2333) （在薬）第4741号          平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2546380,130,0 たぶの木調剤薬局 〒485-0003 （調基１）第287号         平成28年 4月 1日
     や小牧130 小牧市久保一色１１９２－８ （後発調１）第385号       平成30年 4月 1日
     0568-71-8181  (0568-71-8181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2547380,131,8 エムハート薬局　まな〒485-0023 （調基１）第2201号        平成28年 4月 1日
     や小牧131 い店 小牧市北外山神宮１５２１－３ （調基３ロ）第207号       平成30年 4月 1日
     0568-71-5001  (0568-71-5002) （後発調２）第421号       平成30年 4月 1日
     （在調）第846号           平成28年 9月 1日
     （在薬）第4764号          平成24年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2548380,132,6 スギヤマ調剤薬局小牧〒485-0044 （調基１）第2202号        平成28年 4月 1日
     や小牧132 店 小牧市常普請１－３０３ （調基３イ）第171号       平成30年 4月 1日
     0568-71-5681  (0568-42-0208) （後発調１）第423号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第91号            平成24年 8月21日
     （在調）第256号           平成24年 8月21日
     （在薬）第4843号          平成24年 8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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  289

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2549380,134,2 小牧薬局 〒485-0041 （調基３イ）第244号       平成30年 4月 1日
     や小牧134 小牧市小牧１－５６４ （在薬）第5112号          平成25年10月 1日
     0568-42-0500  (0568-42-0509)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2550380,135,9 げんき調剤薬局　岩崎〒485-0011 （調基１）第2203号        平成28年 4月 1日
     や小牧135 西店 小牧市岩崎１－１０５－１ （後発調３）第494号       平成30年 4月 1日
     0568-54-2387  (0568-54-2386) （在薬）第5161号          平成26年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2551380,136,7 リリーフ薬局　小牧駅〒485-0029 （調基１）第2978号        平成29年 7月 4日
     や小牧136 前店 小牧市中央１－３４９Ｒ＆Ａビル （後発調１）第347号       平成30年 4月 1日
     １階 （か薬）第2199号          平成29年10月 1日
     0568-68-8686  (0568-68-8088) （在薬）第5946号          平成29年 7月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2552380,137,5 トーカイ薬局小牧南店〒485-0023 （調基３イ）第172号       平成30年 4月 1日
     や小牧137 小牧市北外山２４４９ （後発調２）第422号       平成30年 4月 1日
     0568-72-1301  (0568-72-1302) （在調）第802号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第5207号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2553380,139,1 中日調剤薬局小牧池之〒485-0804 （調基１）第2205号        平成28年 4月 1日
     や小牧139 内店 小牧市池之内下赤堀２－１ （地支体）第213号         平成30年 4月 1日
     0568-54-1971  (0568-54-1972) （後発調３）第244号       平成30年 4月 1日
     （在調）第837号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第836号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5380号          平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2554380,140,9 ファーマシーわかくさ〒485-0031 （調基１）第1400号        平成28年 4月 1日
     や小牧140 薬局 小牧市若草町６４－１ （在薬）第5487号          平成27年 7月 1日
     0568-73-7778  (0568-73-7790)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2555380,141,7 みんと調剤薬局 〒485-0023 （調基１）第2616号        平成28年 4月 1日
     や小牧141 小牧市北外山１１４０－７ （在薬）第5643号          平成28年 4月 1日
     0568-41-3003  (0568-41-3005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2556380,142,5 ツジ調剤薬局　小牧店〒485-0829 （調基３イ）第173号       平成30年 4月 1日
     や小牧142 小牧市小牧原１－４０３ （後発調２）第711号       平成30年 5月 1日
     0568-42-2280  (0568-42-2281) （在調）第865号           平成28年 9月 1日
     （か薬）第1639号          平成28年 9月 1日
     （在薬）第5746号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2557380,143,3 すみれ薬局 〒485-0812 （調基１）第2941号        平成29年 5月 1日
     や小牧143 小牧市城山１－５－６９ （後発調３）第396号       平成30年 4月 1日
     0568-54-2230  (0568-54-2240) （在薬）第5922号          平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2558380,144,1 平岡薬局　小牧店 〒485-0827 （調基１）第2942号        平成29年 5月 1日
     や小牧144 小牧市文津８３１ （後発調３）第115号       平成30年 4月 1日
     0568-54-2564  (0568-54-2564) （か薬）第2421号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第6018号          平成29年10月31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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  290

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2559380,145,8 あい調剤薬局 〒485-0011 （調基１）第3060号        平成29年10月30日
     や小牧145 小牧市岩崎１－１０１－３
     0568-76-9811  (0568-76-9812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2560380,146,6 アリーナ薬局　小牧店〒485-0033 （調基１）第3093号        平成30年 2月 1日
     や小牧146 小牧市郷中２－２３ （後発調３）第551号       平成30年 5月 1日
     0568-39-5731  (0568-39-5732) （在薬）第6067号          平成30年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2561380,147,4 まないグリーン薬局 〒485-0023 （調基１）第3189号        平成30年 5月 1日
     や小牧147 小牧市北外山１５７９ （在薬）第6151号          平成30年 5月 1日
     0568-68-6357  (0568-68-6358)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2562390,021,9 長尾薬局 〒492-8173 （調基１）第1401号        平成28年 4月 1日
     や稲沢21 稲沢市北市場町西玄野５２１ （後発調１）第249号       平成30年 4月 1日
     0587-21-4587  (0587-21-4587) （在薬）第1046号          平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2563390,025,0 有限会社　カワイ薬局〒492-8144 （調基１）第1402号        平成28年 4月 1日
     や稲沢25 稲沢市小池１－４－２９ （後発調３）第567号       平成30年 6月 1日
     0587-23-2717  (0587-23-2717) （在薬）第930号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2564390,043,3 ヒラノヤ薬局 〒492-8212 （調基１）第2594号        平成28年 4月 1日
     や稲沢43 稲沢市小沢４－１－１ （在薬）第1062号          平成 6年11月 1日
     0587-21-1753  (0587-23-1868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2565390,046,6 有限会社あいわ薬局 〒492-8217 （調基１）第1403号        平成28年 4月 1日
     や稲沢46 稲沢市稲沢町前田２０９－３ （地支体）第373号         平成30年 4月 1日
     0587-34-6515  (0587-34-6528) （後発調３）第398号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第837号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1847号          平成11年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2566390,047,4 イナバ薬局大塚店 〒492-8215 （調基１）第123号         平成28年 4月 1日
     や稲沢47 稲沢市大塚北９－７９－３ （後発調２）第156号       平成30年 4月 1日
     0587-24-7060  (0587-24-7040) （在調）第175号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第1851号          平成29年 2月 1日
     （在薬）第1998号          平成12年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2567390,048,2 小﨑薬局 〒492-8448 （調基１）第1404号        平成28年 4月 1日
     や稲沢48 稲沢市北麻績町宮西２９－１ （在薬）第3352号          平成18年 1月 1日
     0587-36-7555  (0587-36-7555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2568390,051,6 スズラン薬局 〒492-8143 （調基１）第2208号        平成28年 4月 1日
     や稲沢51 稲沢市駅前２－２８－７ （地支体）第738号         平成30年 4月 1日
     0587-23-2746  (0587-23-2702) （か薬）第407号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2046号          平成12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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  291

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2569390,052,4 稲沢中央調剤薬局 〒492-8214 （調基３イ）第27号        平成30年 4月 1日
     や稲沢52 稲沢市大塚南３－７１－２ （後発調３）第36号        平成30年 4月 1日
     0587-33-0222  (0587-33-0223) （か薬）第1273号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2031号          平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2570390,054,0 やまと調剤薬局 〒492-8114 （調基１）第1405号        平成28年 4月 1日
     や稲沢54 稲沢市治郎丸椿町１ （地支体）第280号         平成30年 4月 1日
     0587-22-0051  (0587-22-0061) （後発調１）第390号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第7号             平成13年 3月 1日
     （在調）第58号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第408号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2212号          平成13年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2571390,056,5 コスモス調剤薬局大塚〒492-8214 （調基３イ）第28号        平成30年 4月 1日
     や稲沢56 店 稲沢市大塚南４－２９－１ （在薬）第2283号          平成13年 5月 1日
     0587-33-4191  (0587-33-4192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2572390,057,3 イナバ薬局日下部店 〒492-8181 （調基２）第78号          平成30年 4月 1日
     や稲沢57 稲沢市日下部北町４－８０－２ （か薬）第838号           平成28年 4月 1日
     0587-33-4355  (0587-33-4356) （在薬）第2280号          平成13年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2573390,058,1 ヒラノヤ薬局天池店 〒492-8274 （調基１）第2595号        平成28年 4月 1日
     や稲沢58 稲沢市天池光田町９－４ （後発調３）第193号       平成30年 4月 1日
     0587-33-4456  (0587-33-4457) （在薬）第2286号          平成13年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2574390,059,9 いずみ調剤薬局 〒492-8137 （調基１）第1406号        平成28年 4月 1日
     や稲沢59 稲沢市国府宮４－１９－１ （地支体）第528号         平成30年 4月 1日
     0587-33-4844  (0587-33-4845) （後発調３）第371号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1101号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2754号          平成15年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2575390,061,5 ハロー薬局稲沢店 〒492-8215 （調基３ロ）第91号        平成30年 4月 1日
     や稲沢61 稲沢市大塚北６－５１－３ （後発調１）第250号       平成30年 4月 1日
     0587-22-2701  (0587-22-2702) （か薬）第1616号          平成28年 9月 1日
     （在薬）第2692号          平成14年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2576390,062,3 田中調剤薬局 〒492-8401 （調基１）第1407号        平成28年 4月 1日
     や稲沢62 稲沢市梅須賀町７－３２－２ （後発調３）第245号       平成30年 4月 1日
     0587-35-2102  (0587-35-2103) （か薬）第188号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2886号          平成15年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2577390,063,1 青空薬局一色店 〒492-8372 （調基１）第58号          平成28年 4月 1日
     や稲沢63 稲沢市一色中屋敷町１５４－３ （地支体）第529号         平成30年 4月 1日
     0587-36-8400  (0587-36-8401) （後発調２）第423号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第261号           平成29年 2月 1日
     （か薬）第1102号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2995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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  292

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2578390,065,6 アイン薬局稲沢店 〒492-8167 （調基３ロ）第125号       平成30年 4月 1日
     や稲沢65 稲沢市長束町観音寺田１５０ （後発調２）第283号       平成30年 4月 1日
     0587-34-5350  (0587-34-5351) （在調）第1050号          平成29年10月 1日
     （か薬）第1327号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5368号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2579390,073,0 ピース薬局 〒490-1323 （調基１）第1408号        平成28年 4月 1日
     や稲沢73 稲沢市平和町塩川７２ （後発調１）第251号       平成30年 4月 1日
     0567-46-3101  (0567-46-3202) （在薬）第1495号          平成 9年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2580390,075,5 青空薬局 〒495-0012 （調基１）第62号          平成28年 4月 1日
     や稲沢75 稲沢市祖父江町本甲拾町野１３ （地支体）第587号         平成30年 4月 1日
     0587-97-8931  (0587-97-8900) （後発調２）第440号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第262号           平成29年 2月 1日
     （か薬）第1103号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第1720号          平成10年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2581390,076,3 もりぎん薬局 〒495-0011 （調基１）第1409号        平成28年 4月 1日
     や稲沢76 稲沢市祖父江町森上本郷九２９－ （後発調１）第152号       平成30年 4月 1日
     ２０ （在薬）第1740号          平成10年10月 1日
     0587-97-7440  (0587-97-6463)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2582390,078,9 西光坊薬局 〒490-1314 （調基１）第1410号        平成28年 4月 1日
     や稲沢78 稲沢市平和町西光坊大門南１０７ （後発調１）第408号       平成30年 4月 1日
     ６ （在薬）第4753号          平成24年 4月 1日
     0567-46-0163  (0567-46-1884)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2583390,079,7 あいわ薬局 〒495-0001 （調基１）第1412号        平成28年 4月 1日
     や稲沢79 稲沢市祖父江町祖父江南川原１０ （地支体）第374号         平成30年 4月 1日
     ２－１２ （後発調１）第370号       平成30年 4月 1日
     0587-98-2626  (0587-98-2622) （か薬）第839号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1976号          平成11年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2584390,080,5 青空薬局才蔵野店 〒495-0002 （調基１）第56号          平成28年 4月 1日
     や稲沢80 稲沢市祖父江町山崎才蔵野西６５ （後発調３）第372号       平成30年 4月 1日
     －２ （か薬）第189号           平成28年 4月 1日
     0587-98-1500  (0587-98-1501) （在薬）第2574号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2585390,081,3 青空薬局柿山店 〒495-0002 （調基１）第61号          平成28年 4月 1日
     や稲沢81 稲沢市祖父江町山崎柿山２－３ （地支体）第588号         平成30年 4月 1日
     0587-98-2500  (0587-98-2501) （後発調２）第424号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第263号           平成29年 2月 1日
     （か薬）第1104号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5393号          平成27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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  293

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2586390,084,7 青空薬局高熊店 〒495-0001 （調基１）第60号          平成28年 4月 1日
     や稲沢84 稲沢市祖父江町祖父江高熊４０７ （後発調１）第349号       平成30年 4月 1日
     －３ （か薬）第2017号          平成29年 6月 1日
     0587-98-3400  (0587-98-3401) （在薬）第2921号          平成15年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2587390,086,2 いなざわ調剤薬局 〒492-8145 （調基１）第1413号        平成28年 4月 1日
     や稲沢86 稲沢市正明寺２－１７－２１ （地支体）第90号          平成30年 4月 1日
     0587-33-2600  (0587-33-2601) （後発調２）第157号       平成30年 4月 1日
     （在調）第961号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第1946号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第3329号          平成17年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2588390,087,0 ヒイラギ薬局 〒492-8208 （調基１）第19号          平成28年 4月 1日
     や稲沢87 稲沢市松下１－７－２４たかビル
     １階
     0587-21-5030  (0587-21-5026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2589390,088,8 きくやファミリー調剤〒492-8162 （調基１）第1414号        平成28年 4月 1日
     や稲沢88 薬局 稲沢市井之口小番戸町１２ （後発調１）第252号       平成30年 4月 1日
     0587-33-5558  (0587-33-5559) （か薬）第190号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3472号          平成18年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2590390,093,8 さんあい薬局株式会社〒492-8279 （調基１）第1411号        平成28年 4月 1日
     や稲沢93 　稲沢店 稲沢市天池遠松町９１ （地支体）第281号         平成30年 4月 1日
     0587-34-6911  (0587-34-6912) （後発調２）第712号       平成30年 5月 1日
     （在調）第999号           平成29年 6月 1日
     （か薬）第1473号          平成28年 5月30日
     （在薬）第3687号          平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2591390,094,6 稲沢南薬局 〒490-1323 （調基１）第2865号        平成29年 4月 1日
     や稲沢94 稲沢市平和町塩川１００－２ （地支体）第531号         平成30年 4月 1日
     0567-46-6677  (0567-46-6655) （後発調３）第373号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1106号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3702号          平成19年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2592390,095,3 もりぎん薬局桜方店 〒495-0015 （調基１）第1415号        平成28年 4月 1日
     や稲沢95 稲沢市祖父江町桜方西郷２６－３ （後発調１）第153号       平成30年 4月 1日
     0587-22-5527  (0587-22-5528) （在薬）第3819号          平成20年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2593390,097,9 キョーワ薬局　平和店〒490-1301 （調基３イ）第174号       平成30年 4月 1日
     や稲沢97 稲沢市平和町須ケ谷馬橋７１２－ （薬菌）第113号           平成26年 6月 1日
     ４ （か薬）第840号           平成28年 4月 1日
     0567-47-0850  (0567-47-0851) （在薬）第3864号          平成20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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  294

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2594390,098,7 スギ薬局　祖父江店 〒495-0031 （調基１）第2531号        平成28年 4月 1日
     や稲沢98 稲沢市祖父江町上牧戌亥出８１８ （後発調２）第513号       平成30年 4月 1日
     －１ （在調）第643号           平成28年 2月 1日
     0587-97-8588  (0587-97-8589) （在薬）第4685号          平成23年11月 3日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2595390,099,5 スギ薬局　稲沢西店 〒492-8274 （調基１）第2534号        平成28年 4月 1日
     や稲沢99 稲沢市天池光田町１００－２ （在薬）第4013号          平成20年 9月 1日
     0587-33-7501  (0587-23-8061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2596390,100,1 日本調剤稲沢薬局 〒492-8145 （調基１）第2209号        平成28年 4月 1日
     や稲沢100 稲沢市正明寺３－２０７ （調基３ロ）第208号       平成30年 4月 1日
     0587-23-9876  (0587-23-9877) （後発調３）第309号       平成30年 4月 1日
     （在調）第580号           平成27年 9月 1日
     （か薬）第1735号          平成28年11月 1日
     （在薬）第5369号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2597390,102,7 キョーワ薬局　稲沢店〒492-8218 （調基３イ）第175号       平成30年 4月 1日
     や稲沢102 稲沢市西町２－２－５ （後発調２）第284号       平成30年 4月 1日
     0587-81-3260  (0587-81-3270) （か薬）第2021号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第4182号          平成21年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2598390,103,5 ツジ調剤薬局　稲沢店〒492-8084 （調基３イ）第245号       平成30年 4月 1日
     や稲沢103 稲沢市下津南山町２－２－２２ （在薬）第4196号          平成21年 6月 1日
     0587-81-3085  (0587-81-3086)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2599390,104,3 さくら薬局　愛知六輪〒490-1323 （調基１）第1416号        平成28年 4月 1日
     や稲沢104 店 稲沢市平和町下起南２６０－２ （在調）第934号           平成29年 2月 1日
     0567-47-0155  (0567-47-0156) （か薬）第2253号          平成29年11月 1日
     （在薬）第4414号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2600390,105,0 だいもん調剤薬局 〒492-8065 （調基１）第161号         平成28年 4月 1日
     や稲沢105 稲沢市下津大門町５－１ （後発調３）第246号       平成30年 4月 1日
     0587-33-0230  (0587-33-0231) （在薬）第4415号          平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2601390,106,8 こうのみや調剤薬局 〒492-8137 （調基３ロ）第209号       平成30年 4月 1日
     や稲沢106 稲沢市国府宮２－９－１ （後発調３）第374号       平成30年 4月 1日
     0587-81-4713  (0587-81-4714) （か薬）第18号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第4477号          平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2602390,112,6 スギ薬局　稲沢奥田店〒492-8222 （調基１）第2532号        平成28年 4月 1日
     や稲沢112 稲沢市奥田天目寺町８ （後発調３）第495号       平成30年 4月 1日
     0587-34-5201  (0587-21-7288) （在薬）第4801号          平成24年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  295

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2603390,114,2 ポトス薬局　そぶえ店〒495-0015 （調基１）第1417号        平成28年 4月 1日
     や稲沢114 稲沢市祖父江町桜方上切６－８ （地支体）第739号         平成30年 4月 1日
     0587-97-8400  (0587-97-8401) （後発調２）第631号       平成30年 4月 1日
     （後発調３）第552号       平成30年 5月 1日
     （在調）第764号           平成28年 5月 1日
     （か薬）第409号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4855号          平成24年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2604390,115,9 こいけ調剤薬局 〒492-8144 （調基３イ）第69号        平成30年 4月 1日
     や稲沢115 稲沢市小池４－１２１－１ （後発調３）第116号       平成30年 4月 1日
     0587-81-4460  (0587-81-4462) （か薬）第842号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4888号          平成24年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2605390,116,7 ハーブ調剤薬局　稲沢〒490-1323 （調基１）第1418号        平成28年 4月 1日
     や稲沢116 店 稲沢市平和町嫁振３２１－２ （後発調２）第158号       平成30年 4月 1日
     0567-47-0505  (0567-47-0506) （か薬）第1947号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第4916号          平成25年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2606390,117,5 アピタ稲沢東薬局 〒492-8651 （調基１）第1420号        平成28年 4月 1日
     や稲沢117 稲沢市下津穂所１－１－１アピタ
     稲沢東店１階
     0587-23-6683  (0587-23-6706)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2607390,119,1 いのくち薬局 〒492-8151 （調基１）第1422号        平成28年 4月 1日
     や稲沢119 稲沢市井之口北畑町２３３ （後発調２）第87号        平成30年 4月 1日
     0587-23-4151  (0587-23-4155) （在薬）第5299号          平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2608390,120,9 キョーワ薬局　稲沢東〒492-8167 （調基３イ）第176号       平成30年 4月 1日
     や稲沢120 店 稲沢市長束町観音寺田１４６－１ （後発調２）第661号       平成30年 4月 1日
     0587-81-3096  (0587-81-3097) （か薬）第1852号          平成29年 2月 1日
     （在薬）第5330号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2609390,121,7 スギ薬局　稲沢市民病〒492-8167 （調基１）第2533号        平成28年 4月 1日
     や稲沢121 院前店 稲沢市長束町観音寺田１８８ （調基３ロ）第117号       平成30年 4月 1日
     0587-96-6301  (0587-96-6302) （後発調２）第514号       平成30年 4月 1日
     （在薬）第5331号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2610390,122,5 中日調剤薬局稲沢市民〒492-8167 （調基１）第2210号        平成28年 4月 1日
     や稲沢122 店 稲沢市長束町青木田１ （後発調２）第285号       平成30年 4月 1日
     0587-81-6791  (0587-81-6792) （在薬）第5353号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2611390,123,3 Ｉ’ｍ　ファイン薬局〒492-8167 （調基１）第1423号        平成28年 4月 1日
     や稲沢123 稲沢市長束町観音寺田１８１ （後発調１）第154号       平成30年 4月 1日
     0587-81-4600  (0587-81-4608) （薬菌）第206号           平成26年11月 1日
     （在調）第674号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5370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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  296

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2612390,124,1 エムハート薬局　稲沢〒492-8145 （調基１）第2211号        平成28年 4月 1日
     や稲沢124 市民店 稲沢市正明寺３－２０４ （後発調３）第375号       平成30年 4月 1日
     0587-21-7585  (0587-21-7586) （薬菌）第213号           平成27年 5月 1日
     （在調）第542号           平成27年 5月 1日
     （在薬）第5354号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2613390,126,6 ハロー薬局　稲沢北店〒492-8229 （調基３ロ）第92号        平成30年 4月 1日
     や稲沢126 稲沢市稲島１１－４９－１ （後発調２）第286号       平成30年 4月 1日
     0587-34-5601  (0587-34-5602) （か薬）第1968号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第5599号          平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2614390,127,4 やはた薬局東店 〒492-8074 （調基１）第2687号        平成28年 8月 1日
     や稲沢127 稲沢市下津下町東４－１２０ （在薬）第5747号          平成28年 8月 1日
     0587-23-1030  (0587-23-1030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2615390,128,2 やはた薬局小沢店 〒492-8212 （調基１）第2717号        平成28年 9月 1日
     や稲沢128 稲沢市小沢４－２－１０ （在薬）第5748号          平成28年 9月 1日
     0587-21-3729  (0587-21-3729)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2616390,130,8 青空薬局丸渕店 〒495-0021 （調基１）第2718号        平成28年10月 1日
     や稲沢130 稲沢市祖父江町三丸渕中通り１９ （後発調１）第350号       平成30年 4月 1日
     －１４ （か薬）第2018号          平成29年 6月 1日
     0587-98-2700  (0587-98-2701) （在薬）第5749号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2617390,131,6 アイセイ薬局　稲沢店〒492-8062 （調基３ロ）第210号       平成30年 4月 1日
     や稲沢131 稲沢市下津住吉町２４－１ （後発調２）第425号       平成30年 4月 1日
     0587-34-6808  (0587-34-6809) （在調）第900号           平成28年10月 1日
     （か薬）第1701号          平成28年10月 1日
     （在薬）第5799号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2618390,132,4 みんなの薬局　稲沢 〒492-8145 （調基１）第2999号        平成29年10月 1日
     や稲沢132 稲沢市正明寺３－１８８－１ （後発調３）第37号        平成30年 4月 1日
     0587-58-6996  (0587-58-6999) （在薬）第5974号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2619390,133,2 調剤薬局とまと　ソブ〒495-0012 （調基３ロ）第93号        平成30年 4月 1日
     や稲沢133 エ店 稲沢市祖父江町本甲拾町野１０ （後発調３）第194号       平成30年 4月 1日
     0587-98-2525  (0587-98-2526) （か薬）第2327号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第6068号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2620390,134,0 ぎんなん薬局 〒492-8261 （調基１）第3127号        平成30年 4月 1日
     や稲沢134 稲沢市重本４－９２－２ （在薬）第6118号          平成30年 4月 1日
     0587-24-3533  (0587-50-0421)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2621390,135,7 くるみ調剤薬局　いな〒492-8261 （調基１）第3173号        平成30年 4月 1日
     や稲沢135 ざわ店 稲沢市重本１－５４ （在薬）第6137号          平成30年 4月 4日
     0587-58-5411  (0587-58-5412)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  297

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2622390,136,5 すくえあ調剤薬局 〒492-8142 （調基１）第3200号        平成30年 5月 1日
     や稲沢136 稲沢市長野１－４３－Ｆ （在薬）第6152号          平成30年 5月 1日
     0587-50-0340  (0587-50-0341)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2623400,001,9 株式会社三原屋薬局 〒441-1374 （調基１）第1424号        平成28年 4月 1日
     や新城1 新城市町並２０３ （後発調２）第88号        平成30年 4月 1日
     0536-22-0003  (0536-22-2226) （か薬）第70号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第1205号          平成 7年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2624400,030,8 合名会社スガヤ薬局　〒441-1302 （調基１）第1427号        平成28年 4月 1日
     や新城30 富永店 新城市富永新栄５６－２ （後発調３）第395号       平成30年 4月 1日
     0536-24-0041  (0536-24-0053) （か薬）第410号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1940号          平成11年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2625400,032,4 キャッスル薬局 〒441-1387 （調基１）第288号         平成28年 4月 1日
     や新城32 新城市北畑１１－１２合併地２ （後発調２）第713号       平成30年 5月 1日
     0536-24-0220  (0536-24-0221) （か薬）第844号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2316号          平成13年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2626400,034,0 たんぽぽ薬局新城店 〒441-1387 （調基１）第391号         平成28年 4月 1日
     や新城34 新城市北畑１３－３ （調基特１）第37号        平成30年 4月 1日
     0536-24-0255  (0536-22-4186) （後発調２）第426号       平成30年 4月 1日
     （在薬）第2321号          平成13年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2627400,038,1 いずみ薬局 〒441-1348 （調基１）第1428号        平成28年 4月 1日
     や新城38 新城市市場台３－１－２０ （後発調３）第195号       平成30年 4月 1日
     0536-24-1181  (0536-24-1182) （か薬）第1107号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2693号          平成14年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2628400,042,3 三河大野　もみじ薬局〒441-1615 （調基１）第1429号        平成28年 4月 1日
     や新城42 新城市大野上野７５－７ （地支体）第214号         平成30年 4月 1日
     0536-32-8115  (0536-32-8116) （在調）第48号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第845号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2783号          平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2629400,046,4 スギヤマ薬局新城店 〒441-1386 （調基１）第2214号        平成28年 4月 1日
     や新城46 新城市南畑３７－５ （後発調１）第422号       平成30年 4月 1日
     0536-24-3011  (0536-24-3038) （在薬）第3865号          平成20年 8月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2630400,047,2 スギヤマ薬局新城東店〒441-1362 （調基１）第2215号        平成28年 4月 1日
     や新城47 新城市平井原１２５－１ （後発調２）第356号       平成30年 4月 1日
     0536-24-3511  (0536-24-3522) （在薬）第3866号          平成20年 8月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2631400,048,0 スギ薬局　新城店 〒441-1354 （調基１）第2535号        平成28年 4月 1日
     や新城48 新城市片山西野畑５４５ （後発調２）第515号       平成30年 4月 1日
     0536-24-6288  (0536-23-3488) （在薬）第4534号          平成23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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  298

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2632400,049,8 やまざき薬局　新城店〒441-1361 （調基１）第1431号        平成28年 4月 1日
     や新城49 新城市平井野地１８－１ （後発調２）第287号       平成30年 4月 1日
     0536-25-7220  (0536-25-7221) （在調）第1082号          平成29年12月 1日
     （か薬）第847号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5464号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2633400,050,6 しんしろひがしファー〒441-1302 （調基１）第2216号        平成28年 4月 1日
     や新城50 マシー 新城市富永新栄４－１ （後発調３）第196号       平成30年 4月 1日
     0536-24-3344  (0536-24-3366) （在薬）第5633号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2634400,051,4 アイセイ薬局　新城店〒441-1361 （調基１）第2758号        平成28年10月 1日
     や新城51 新城市平井新栄１２６－１ （調基３ロ）第144号       平成30年 4月 1日
     0536-24-1881  (0536-23-7510) （後発調２）第357号       平成30年 4月 1日
     （在調）第901号           平成28年10月 1日
     （か薬）第2310号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第5800号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2635400,052,2 エムハート薬局　しん〒441-1361 （調基３ロ）第94号        平成30年 4月 1日
     や新城52 さかえ店 新城市平井新栄５０－１ （後発調３）第197号       平成30年 4月 1日
     0536-24-6088  (0536-24-6089) （か薬）第2240号          平成29年11月 1日
     （在薬）第5868号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2636400,053,0 スギ薬局　長篠店 〒441-1634 （調基１）第2826号        平成29年 3月 1日
     や新城53 新城市長篠広面２９ （後発調２）第516号       平成30年 4月 1日
     0536-32-6050  (0536-32-1225) （在薬）第5872号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2637400,054,8 バニラ薬局新城店 〒441-1355 （調基１）第2956号        平成29年 6月 1日
     や新城54 新城市上平井昭和９６０－４ （後発調３）第310号       平成30年 4月 1日
     0536-22-9822  (0536-22-9823) （在薬）第5931号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2638400,055,5 せいてん薬局 〒441-1341 （調基１）第2970号        平成29年 8月 1日
     や新城55 新城市杉山篠刈４６－５ （後発調３）第64号        平成30年 4月 1日
     0536-22-9800  (0536-22-9801) （在薬）第5947号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2639400,056,3 浦野天昭堂薬局 〒441-1343 （調基１）第3174号        平成30年 4月 1日
     や新城56 新城市野田西町屋敷６８－１
     0536-22-1410  (0536-22-1410)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2640410,043,9 いとう薬局東海店 〒476-0012 （調基１）第2217号        平成28年 4月 1日
     や東海43 東海市富木島町伏見２－１４－８ （後発調３）第413号       平成30年 4月 1日
     052-601-9875  (052-601-9875) （在薬）第3411号          平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2641410,048,8 サノ薬局スリーワイ店〒477-0034 （調基１）第1433号        平成28年 4月 1日
     や東海48 東海市養父町北反田４３ （地支体）第215号         平成30年 4月 1日
     0562-33-0300  (0562-33-8068) （後発調１）第434号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第411号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第439号           平成 9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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  299

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2642410,051,2 すまいる薬局荒尾店 〒476-0003 （調基１）第2827号        平成29年 4月 1日
     や東海51 東海市荒尾町後山３０－２ （後発調２）第288号       平成30年 4月 1日
     052-689-3210  (052-689-3211) （か薬）第848号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2011号          平成12年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2643410,055,3 スギヤマ薬局加木屋店〒477-0032 （調基１）第2218号        平成28年 4月 1日
     や東海55 東海市加木屋町大清水５６４ （在薬）第2257号          平成13年 3月 1日
     0562-31-7111  (0562-31-3252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2644410,058,7 たんぽぽ薬局富木島店〒476-0012 （調基１）第392号         平成28年 4月 1日
     や東海58 東海市富木島町伏見２－２６－９ （地支体）第512号         平成30年 4月 1日
     052-604-8421  (052-604-8422) （後発調３）第376号       平成30年 4月 1日
     （在調）第49号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第849号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2776号          平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2645410,059,5 エルパセオ調剤薬局東〒476-0003 （調基３イ）第70号        平成30年 4月 1日
     や東海59 海店 東海市荒尾町明倫１９－２ （後発調２）第38号        平成30年 4月 1日
     052-689-6686  (052-689-6687) （か薬）第850号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4396号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2646410,064,5 山王調剤薬局 〒476-0003 （調基１）第1434号        平成28年 4月 1日
     や東海64 東海市荒尾町山王前１３８ （後発調３）第247号       平成30年 4月 1日
     052-689-0057  (052-689-0058) （か薬）第2171号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第3331号          平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2647410,070,2 中央調剤薬局太田川店〒477-0031 （調基１）第1435号        平成28年 4月 1日
     や東海70 東海市大田町後田２０３－１ （地支体）第282号         平成30年 4月 1日
     0562-31-0910  (0562-31-0911) （後発調２）第358号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第412号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3364号          平成18年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2648410,073,6 パパス薬局 〒477-0032 （調基１）第1436号        平成28年 4月 1日
     や東海73 東海市加木屋町２－２２５－２ （地支体）第216号         平成30年 4月 1日
     0562-38-2252  (0562-38-2251) （後発調３）第198号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第109号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3474号          平成18年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2649410,075,1 ハシモト薬局 〒477-0036 （調基１）第1437号        平成28年 4月 1日
     や東海75 東海市横須賀町四ノ割１３ （か薬）第71号            平成28年 4月 1日
     0562-32-0066  (0562-32-0066) （在薬）第3476号          平成18年 8月23日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2650410,076,9 リーフ調剤薬局富貴ノ〒476-0014 （調基１）第2219号        平成28年 4月 1日
     や東海76 台店 東海市富貴ノ台３－４０－１ （後発調３）第496号       平成30年 4月 1日
     052-604-8088  (052-604-8098) （在薬）第4095号          平成20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
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2651410,077,7 ヒバリ調剤薬局富貴の〒476-0014 （調基１）第136号         平成28年 4月 1日
     や東海77 台店 東海市富貴ノ台３－１７ （地支体）第375号         平成30年 4月 1日
     052-689-5750  (052-689-5760) （後発調１）第82号        平成30年 4月 1日
     （か薬）第2342号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第3792号          平成20年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2652410,079,3 スギ薬局　高横須賀店〒477-0037 （調基１）第2537号        平成28年 4月 1日
     や東海79 東海市高横須賀町５－１２９ （後発調１）第644号       平成30年 4月 1日
     0562-36-1730  (0562-36-1731) （在薬）第4014号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2653410,080,1 スギ薬局　荒尾店 〒476-0003 （調基１）第2538号        平成28年 4月 1日
     や東海80 東海市荒尾町平古１－１ （後発調１）第645号       平成30年 4月 1日
     052-689-6001  (052-604-1065) （在薬）第4015号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2654410,081,9 有限会社アサヒ薬局東〒477-0032 （調基１）第1438号        平成28年 4月 1日
     や東海81 海店 東海市加木屋町真崎７７－２
     0562-31-0888  (0562-31-0889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2655410,082,7 あさひ薬局 〒476-0011 （調基１）第1439号        平成28年 4月 1日
     や東海82 東海市富木島町勘七脇１５－１ （後発調２）第159号       平成30年 4月 1日
     052-689-1772  (052-689-1772) （在薬）第4183号          平成21年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2656410,087,6 セイムス東海富木島薬〒476-0012 （調基１）第1441号        平成28年 4月 1日
     や東海87 局 東海市富木島町伏見１－２－１２ （地支体）第740号         平成30年 4月 1日
     052-604-5173  (052-604-5167) （在調）第176号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第2019号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第4416号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2657410,089,2 さくら薬局　愛知加木〒477-0032 （調基１）第2916号        平成29年 4月 1日
     や東海89 屋町店 東海市加木屋町大堀２０－１ （地支体）第513号         平成30年 4月 1日
     0562-31-3086  (0562-31-3087) （後発調１）第352号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1640号          平成28年 9月 1日
     （在薬）第5750号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2658410,091,8 セイムス東海名和薬局〒476-0002 （調基１）第1442号        平成28年 4月 1日
     や東海91 東海市名和町南廻間４３－１ （か薬）第414号           平成28年 4月 1日
     052-604-1128  (052-604-1138) （在薬）第4419号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2659410,092,6 くるみ調剤薬局　とう〒477-0037 （調基１）第3147号        平成30年 4月 1日
     や東海92 かい店 東海市高横須賀町家下５０－２ （か薬）第1109号          平成28年 4月 1日
     0562-85-1750  (0562-85-1755) （在薬）第4655号          平成23年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2660410,093,4 よこすか調剤薬局 〒477-0034 （調基１）第1432号        平成28年 4月 1日
     や東海93 東海市養父町北反田１９－２ （後発調２）第89号        平成30年 4月 1日
     0562-85-2777  (0562-85-3755) （か薬）第2166号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第4979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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  301

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2661410,094,2 こんどう薬局 〒477-0034 （調基１）第1443号        平成28年 4月 1日
     や東海94 東海市養父町３－３０ （地支体）第91号          平成30年 4月 1日
     0562-85-7501  (0562-85-7502) （後発調２）第160号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第72号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第5024号          平成25年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2662410,095,9 あらお調剤薬局 〒476-0003 （調基１）第393号         平成28年 4月 1日
     や東海95 東海市荒尾町向屋敷９６ （地支体）第92号          平成30年 4月 1日
     052-689-3660  (052-689-3670) （後発調２）第161号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第191号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5052号          平成25年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2663410,096,7 ポポス薬局　東海店 〒477-0031 （調基１）第1444号        平成28年 4月 1日
     や東海96 東海市大田町汐田７ （地支体）第589号         平成30年 4月 1日
     0562-39-3930  (0562-39-3940) （在調）第629号           平成28年 1月 1日
     （か薬）第415号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5266号          平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2664410,097,5 ヒバリ調剤薬局中の池〒477-0033 （調基１）第140号         平成28年 4月 1日
     や東海97 店 東海市中ノ池５－５－１１ （調基２）第15号          平成30年 4月 1日
     0562-85-9140  (0562-85-9180) （後発調１）第83号        平成30年 4月 1日
     （在調）第1200号          平成30年 5月 1日
     （か薬）第1414号          平成28年 5月 1日
     （在薬）第5429号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2665410,098,3 中央調剤薬局　東海店〒477-0033 （調基１）第1445号        平成28年 4月 1日
     や東海98 東海市中ノ池２－８－１２ （地支体）第217号         平成30年 4月 1日
     0562-85-7812  (0562-85-7813) （薬菌）第212号           平成27年 5月 1日
     （在調）第630号           平成28年 1月 1日
     （か薬）第854号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5442号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2666410,099,1 はな薬局　中の池店 〒477-0033 （調基１）第1446号        平成28年 4月 1日
     や東海99 東海市中ノ池５－５－８ （地支体）第344号         平成30年 4月 1日
     0562-38-6608  (0562-38-6609) （後発調３）第497号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1110号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5447号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2667410,100,7 キョーワ薬局　名和店〒476-0002 （調基１）第2220号        平成28年 4月 1日
     や東海100 東海市名和町東田２－１ （地支体）第514号         平成30年 4月 1日
     052-602-8077  (052-602-8088) （後発調３）第377号       平成30年 4月 1日
     （在調）第804号           平成28年 7月 1日
     （か薬）第1111号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5521号          平成27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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  302

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2668410,101,5 なの花薬局太田川駅前〒477-0031 （調基３ロ）第29号        平成30年 4月 1日
     や東海101 店 東海市大田町蟹田１２５－１ （後発調２）第162号       平成30年 4月 1日
     0562-85-3350  (0562-85-3351) （在調）第929号           平成29年 1月 1日
     （か薬）第1830号          平成29年 1月 1日
     （在薬）第5856号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2669410,102,3 アイル調剤薬局 〒477-0031 （調基１）第2820号        平成29年 3月 1日
     や東海102 東海市大田町後田９７－５ （地支体）第218号         平成30年 4月 1日
     0562-57-0035  (0562-57-0036) （後発調１）第433号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2208号          平成29年10月 1日
     （在薬）第5869号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2670410,103,1 キョーワ薬局　東海店〒477-0033 （調基１）第2971号        平成29年 8月 1日
     や東海103 東海市中ノ池５－６－３ （調基３イ）第177号       平成30年 4月 1日
     0562-38-7560  (0562-38-7561) （後発調３）第378号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2362号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第5948号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2671410,104,9 スマイルハート薬局加〒477-0032 （調基１）第2986号        平成29年 9月 1日
     や東海104 木屋南店 東海市加木屋町南鹿持４５－１ （後発調３）第311号       平成30年 4月 1日
     0562-35-0770  (0562-35-0771) （在薬）第5963号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2672410,105,6 ヒバリ調剤薬局　高横〒477-0037 （調基１）第3016号        平成29年11月 1日
     や東海105 須賀店 東海市高横須賀町浅間２６ （後発調１）第719号       平成30年 5月 1日
     0562-39-3630  (0562-39-3640) （在薬）第5996号          平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2673410,106,4 スギ薬局　名和店 〒476-0002 （調基１）第3175号        平成30年 4月 1日
     や東海106 東海市名和町八幡前４９－１ （在薬）第6105号          平成30年 4月 1日
     052-626-6050  (052-626-6051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2674420,027,0 ドラッグストアえむわ〒474-0048 （調基１）第2222号        平成28年 4月 1日
     や大府27 ん薬局 大府市吉田町６－３４５ （在薬）第313号           平成 6年11月 1日
     0562-48-5660  (0562-48-4233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2675420,029,6 大府調剤薬局 〒474-0025 （調基１）第2223号        平成28年 4月 1日
     や大府29 大府市中央町３－１１０ （在薬）第2081号          平成12年 7月 1日
     0562-44-4423  (0562-48-7754)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2676420,033,8 さいころ薬局 〒474-0071 （調基１）第2224号        平成28年 4月 1日
     や大府33 大府市梶田町２－１９８ （地支体）第830号         平成30年 4月 1日
     0562-44-8458  (0562-44-7840) （後発調２）第632号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1166号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第855号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1484号          平成 9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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  303

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2677420,035,3 さいころ薬局共栄店 〒474-0074 （調基１）第2225号        平成28年 4月 1日
     や大府35 大府市共栄町６－４７３ （後発調２）第714号       平成30年 5月 1日
     0562-48-6877  (0562-48-6877) （在薬）第2181号          平成13年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2678420,036,1 ヒバリ調剤薬局東新店〒474-0073 （調基１）第138号         平成28年 4月 1日
     や大府36 大府市東新町４－６６－１ （在薬）第1955号          平成11年11月 1日
     0562-45-2170  (0562-45-2171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2679420,041,1 スマイルハート薬局 〒474-0044 （調基１）第1447号        平成28年 4月 1日
     や大府41 大府市桜木町２－２１１ （地支体）第590号         平成30年 4月 1日
     0562-48-2001  (0562-48-5666) （後発調１）第567号       平成30年 4月 1日
     （在調）第733号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第856号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2359号          平成13年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2680420,043,7 中央薬局 〒474-0025 （調基１）第2226号        平成28年 4月 1日
     や大府43 大府市中央町１－１４１ （か薬）第857号           平成28年 4月 1日
     0562-44-9901  (0562-44-9902) （在薬）第3233号          平成17年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2681420,044,5 スター薬局 〒474-0053 （調基２）第46号          平成30年 4月 1日
     や大府44 大府市柊山町３－３０８ （後発調１）第369号       平成30年 4月 1日
     0562-45-6050  (0562-45-6070) （在薬）第2835号          平成15年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2682420,047,8 薬局サングリーン大府〒474-0052 （調基１）第1448号        平成28年 4月 1日
     や大府47 西店 大府市長草町山口５８－４ （地支体）第219号         平成30年 4月 1日
     0562-44-6652  (0562-85-3090) （後発調２）第289号       平成30年 4月 1日
     （在調）第675号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第1360号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3021号          平成16年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2683420,051,0 ドリーム薬局大府店 〒474-0037 （調基１）第2227号        平成28年 4月 1日
     や大府51 大府市半月町２－５－２ （地支体）第220号         平成30年 4月 1日
     0562-48-8875  (0562-85-3090) （後発調３）第248号       平成30年 4月 1日
     （在調）第676号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第1112号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3804号          平成20年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2684420,052,8 スギ薬局　共和店 〒474-0073 （調基１）第2539号        平成28年 4月 1日
     や大府52 大府市東新町１－１５２ （後発調２）第517号       平成30年 4月 1日
     0562-48-9881  (0562-48-9882) （在薬）第4016号          平成20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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  304

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2685420,053,6 スギ薬局　月見店 〒474-0036 （調基１）第2540号        平成28年 4月 1日
     や大府53 大府市月見町６－７８ （地支体）第446号         平成30年 4月 1日
     0562-45-6171  (0562-45-6172) （後発調１）第646号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第238号           平成28年 7月 1日
     （在調）第852号           平成28年 9月 1日
     （か薬）第1617号          平成28年 9月 1日
     （在薬）第4017号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2686420,054,4 スギ薬局　大府店 〒474-0053 （調基１）第2541号        平成28年 4月 1日
     や大府54 大府市柊山町１－１２ （後発調１）第647号       平成30年 4月 1日
     0562-43-9811  (0562-43-8912) （在調）第395号           平成26年 4月 1日
     （在薬）第4018号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2687420,055,1 めいせい調剤薬局 〒474-0056 （調基１）第156号         平成28年 4月 1日
     や大府55 大府市明成町２－２８０－５ （後発調２）第290号       平成30年 4月 1日
     0562-45-6673  (0562-45-6675) （か薬）第1641号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2688420,056,9 ドリーム薬局　共和店〒474-0056 （調基１）第289号         平成28年 4月 1日
     や大府56 大府市明成町２－２８３－１ （調基２）第62号          平成30年 4月 1日
     0562-47-8388  (0562-85-3090) （後発調３）第553号       平成30年 5月 1日
     （在調）第29号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第1361号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4168号          平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2689420,057,7 いしがせ薬局 〒474-0038 （調基１）第290号         平成28年 4月 1日
     や大府57 大府市森岡町１－１９１ （地支体）第283号         平成30年 4月 1日
     0562-43-8800  (0562-43-8801) （後発調２）第359号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第272号           平成29年11月 1日
     （在調）第249号           平成24年 8月 1日
     （か薬）第416号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4268号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2690420,058,5 ドリーム薬局　駅前店〒474-0073 （調基１）第2228号        平成28年 4月 1日
     や大府58 大府市東新町２－１３９－２ （地支体）第221号         平成30年 4月 1日
     0562-46-8880  (0562-85-3090) （後発調３）第249号       平成30年 4月 1日
     （在調）第581号           平成27年 9月 1日
     （か薬）第1371号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4304号          平成21年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2691420,059,3 アクアマリン薬局 〒474-0056 （調基１）第291号         平成28年 4月 1日
     や大府59 大府市明成町３－５６－５ （調基３イ）第71号        平成30年 4月 1日
     0562-48-3160  (0562-48-3161) （後発調２）第39号        平成30年 4月 1日
     （か薬）第859号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4319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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  305

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2692420,060,1 そよ風薬局　リソラ大〒474-0053 （調基１）第2229号        平成28年 4月 1日
     や大府60 府店 大府市柊山町１－１７５ （後発調１）第568号       平成30年 4月 1日
     0562-45-5390  (0562-45-5391) （在薬）第4320号          平成21年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2693420,061,9 セイムス大府半月薬局〒474-0037 （調基１）第1449号        平成28年 4月 1日
     や大府61 大府市半月町２－７９ （地支体）第741号         平成30年 4月 1日
     0562-45-7887  (0562-45-7889) （在調）第177号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第417号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4420号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2694420,062,7 セイムス大府江端薬局〒474-0035 （調基３イ）第246号       平成30年 4月 1日
     や大府62 大府市江端町５－１７８－３ （か薬）第1474号          平成28年 5月30日
     0562-43-8887  (0562-43-8886) （在薬）第4421号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2695420,065,0 横根調剤薬局 〒474-0011 （調基１）第2230号        平成28年 4月 1日
     や大府65 大府市横根町名高山４８－６ （か薬）第1642号          平成28年 9月 1日
     0562-44-2220  (0562-44-2220) （在薬）第6122号          平成30年 4月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2696420,067,6 あずき薬局 〒474-0061 （調基１）第2231号        平成28年 4月 1日
     や大府67 大府市共和町７－６１－２ （地支体）第222号         平成30年 4月 1日
     0562-45-6766  (0562-45-6799) （後発調３）第199号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第111号           平成26年 4月 1日
     （在調）第350号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第418号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4733号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2697420,068,4 めい調剤薬局 〒474-0071 （調基１）第2232号        平成28年 4月 1日
     や大府68 大府市梶田町２－１５６－２ （地支体）第742号         平成30年 4月 1日
     0562-85-5110  (0562-85-5164) （後発調３）第498号       平成30年 4月 1日
     （在調）第276号           平成25年 4月 1日
     （か薬）第1276号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4976号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2698420,069,2 ポトス薬局おおぶよこ〒474-0011 （調基１）第1450号        平成28年 4月 1日
     や大府69 ね店 大府市横根町狐山１２８－２３ （地支体）第743号         平成30年 4月 1日
     0562-46-9090  (0562-46-9091) （後発調３）第499号       平成30年 4月 1日
     （在調）第777号           平成28年 6月 1日
     （か薬）第419号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5113号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2699420,072,6 おおぶ東調剤薬局 〒474-0011 （調基１）第2233号        平成28年 4月 1日
     や大府72 大府市横根町古井戸１０－３ （地支体）第223号         平成30年 4月 1日
     0562-85-4390  (0562-85-4391) （後発調３）第250号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2022号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第5549号          平成27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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  306

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2700420,073,4 うさぎ調剤薬局 〒474-0025 （調基１）第2688号        平成28年 9月 1日
     や大府73 大府市中央町２－８８ （在薬）第5751号          平成28年 9月 1日
     0562-85-9270  (0562-85-9271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2701420,074,2 ほほえみ薬局　長根店〒474-0021 （調基３ロ）第211号       平成30年 4月 1日
     や大府74 大府市長根町１－８２－５ （後発調２）第427号       平成30年 4月 1日
     0562-38-7858  (0562-38-7868) （在薬）第5752号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2702420,075,9 しょうなん調剤薬局　〒474-0053 （調基１）第2720号        平成28年 9月 1日
     や大府75 柊山店 大府市柊山町７－５０ （後発調２）第163号       平成30年 4月 1日
     0562-45-4455  (0562-45-4433) （在薬）第5753号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2703420,076,7 スギ薬局　森岡店 〒474-0038 （調基１）第2957号        平成29年 6月 1日
     や大府76 大府市森岡町５－１１ （後発調２）第715号       平成30年 5月 1日
     0562-38-7716  (0562-38-7717) （在薬）第5932号          平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2704420,077,5 わかくさ調剤薬局 〒474-0022 （調基１）第2963号        平成29年 6月 1日
     や大府77 大府市若草町２－８８－２ （在薬）第5938号          平成29年 6月 1日
     0562-45-7707  (0562-45-7708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2705420,078,3 かりん薬局 〒474-0073 （調基１）第2972号        平成29年 8月 1日
     や大府78 大府市東新町２－２１０ （後発調１）第45号        平成30年 4月 1日
     0562-57-0309  (0562-57-0310) （後発調２）第716号       平成30年 5月 1日
     （在薬）第5949号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2706420,079,1 スギ薬局　大府東店 〒474-0011 （調基１）第2987号        平成29年 9月 1日
     や大府79 大府市横根町平子１５８ （在薬）第5964号          平成29年 9月 1日
     0562-85-5531  (0562-85-5532)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2707420,080,9 サン・おおぶ薬局 〒474-0035 （調基３ロ）第212号       平成30年 4月 1日
     や大府80 大府市江端町３－７５ （か薬）第2328号          平成30年 1月 1日
     0562-45-7212  (0562-45-7213) （在薬）第6069号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2708420,081,7 パンダ薬局　大府店 〒474-0037 （調基１）第3176号        平成30年 4月 1日
     や大府81 大府市半月町３－２４８－２ （在薬）第6123号          平成30年 4月 5日
     0562-85-1311  (0562-85-1322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2709420,082,5 キョーワ薬局　大府店〒474-0038 （調基１）第3128号        平成30年 4月 1日
     や大府82 大府市森岡町６－７７－２ （在調）第1201号          平成30年 6月 1日
     0562-57-0572  (0562-57-0573) （在薬）第6106号          平成30年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2710430,008,8 合資会社竹内薬局 〒478-0017 （調基１）第7号           平成28年 4月 1日
     や知多市8 知多市新知森下２８－１ （後発調１）第84号        平成30年 4月 1日
     0562-55-3480  (0562-55-3480) （か薬）第861号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第450号           平成 6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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  307

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2711430,011,2 有限会社シノダ薬局日〒478-0043 （調基１）第1453号        平成28年 4月 1日
     や知多市11 長台店 知多市日長台１７４ （在薬）第451号           平成 6年11月 1日
     0562-55-2178  (0562-55-2178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2712430,018,7 有限会社ニッシン薬局〒478-0001 （調基１）第1454号        平成28年 4月 1日
     や知多市18 知多市八幡蔵池６６－６ （後発調２）第90号        平成30年 4月 1日
     0562-33-0800  (0562-38-5430) （か薬）第19号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第454号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2713430,020,3 有限会社ひのき薬局 〒478-0036 （調基１）第1455号        平成28年 4月 1日
     や知多市20 知多市新舞子南西田１９アルテ新 （後発調１）第254号       平成30年 4月 1日
     舞子内 （在薬）第4269号          平成21年 7月 6日
     0569-43-6551  (0569-43-5147)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2714430,021,1 有限会社セブン薬局 〒478-0053 （調基１）第292号         平成28年 4月 1日
     や知多市21 知多市清水が丘１－１２１２ （後発調３）第200号       平成30年 4月 1日
     0562-32-7598  (0562-32-7598) （在薬）第455号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2715430,023,7 かりん堂薬局 〒478-0001 （調基１）第1456号        平成28年 4月 1日
     や知多市23 知多市八幡小根１０４－１ （在薬）第459号           平成 6年11月 1日
     0562-32-0652  (0562-32-0652)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2716430,027,8 ワタリ調剤薬局 〒478-0053 （調基１）第1457号        平成28年 4月 1日
     や知多市27 知多市清水が丘２－９１８ （か薬）第2205号          平成29年10月 1日
     0562-33-8150  (0562-33-8149) （在薬）第463号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2717430,030,2 いとう薬局日長店 〒478-0041 （調基１）第2234号        平成28年 4月 1日
     や知多市30 知多市日長神山畔１２３－１０ （地支体）第284号         平成30年 4月 1日
     0569-42-6710  (0569-42-6710) （後発調２）第360号       平成30年 4月 1日
     （在調）第946号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第1113号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第1654号          平成10年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2718430,033,6 しおり調剤薬局 〒478-0001 （調基１）第1458号        平成28年 4月 1日
     や知多市33 知多市八幡半田道３５－１ （後発調１）第156号       平成30年 4月 1日
     0562-35-4976  (0562-35-4977) （在薬）第1761号          平成10年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2719430,034,4 はなの木調剤薬局 〒478-0055 （調基１）第2917号        平成29年 4月 1日
     や知多市34 知多市にしの台４－１３－９ （調基２）第58号          平成30年 4月 1日
     0562-54-1772  (0562-54-1773) （後発調３）第201号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第110号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1809号          平成11年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2720430,035,1 新田薬局 〒478-0001 （調基１）第1459号        平成28年 4月 1日
     や知多市35 知多市八幡勘右衛門沢７９－１ （在調）第178号           平成24年 4月 1日
     0562-34-4162  (0562-34-1446) （か薬）第1114号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第1833号          平成11年 3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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  308

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2721430,038,5 あおば薬局 〒478-0032 （調基１）第1460号        平成28年 4月 1日
     や知多市38 知多市金沢西寅５８ （在薬）第3822号          平成20年 6月 1日
     0569-42-7020  (0569-42-7020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2722430,040,1 知多南調剤薬局 〒478-0026 （調基１）第112号         平成28年 4月 1日
     や知多市40 知多市南粕谷新海１－７５ （在薬）第2344号          平成13年10月 1日
     0569-44-2170  (0569-44-2171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2723430,043,5 いとう薬局つつじが丘〒478-0054 （調基１）第2235号        平成28年 4月 1日
     や知多市43 店 知多市つつじが丘４－２３－１６ （地支体）第285号         平成30年 4月 1日
     0562-56-2185  (0562-56-2185) （後発調１）第394号       平成30年 4月 1日
     （在調）第949号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第1115号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2855号          平成15年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2724430,044,3 ほのか薬局 〒478-0017 （調基１）第1461号        平成28年 4月 1日
     や知多市44 知多市新知大橋９－８ （地支体）第660号         平成30年 4月 1日
     0562-55-7108  (0562-55-7109) （後発調１）第569号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第97号            平成25年 4月 1日
     （在調）第50号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第1536号          平成28年 7月 1日
     （在薬）第2871号          平成15年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2725430,047,6 和ひのき薬局 〒478-0055 （調基１）第293号         平成28年 4月 1日
     や知多市47 知多市にしの台１－２６０５ （後発調１）第157号       平成30年 4月 1日
     0562-54-3020  (0562-54-3021) （か薬）第2443号          平成30年 5月 1日
     （在薬）第3636号          平成19年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2726430,051,8 スギ薬局　新知店 〒478-0066 （調基１）第2542号        平成28年 4月 1日
     や知多市51 知多市新知西町８－７ （地支体）第447号         平成30年 4月 1日
     0562-56-6890  (0562-56-6891) （在調）第612号           平成27年12月 1日
     （か薬）第2180号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第4019号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2727430,052,6 スギ薬局　清水が丘店〒478-0053 （調基１）第2543号        平成28年 4月 1日
     や知多市52 知多市清水が丘１－１７０３ （後発調１）第649号       平成30年 4月 1日
     0562-31-2461  (0562-36-1316) （在調）第362号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第2105号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第4020号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2728430,053,4 スギ薬局　新舞子店 〒478-0036 （調基１）第2544号        平成28年 4月 1日
     や知多市53 知多市新舞子大口２０３－７ （後発調１）第650号       平成30年 4月 1日
     0569-44-2751  (0569-43-5880) （在薬）第4021号          平成20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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  309

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2729430,055,9 エムハート薬局　おか〒478-0021 （調基１）第2236号        平成28年 4月 1日
     や知多市55 だ店 知多市岡田向田５０－２ （調基３ロ）第30号        平成30年 4月 1日
     0562-54-1011  (0562-54-1012) （か薬）第2181号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第4111号          平成20年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2730430,057,5 株式会社　富田薬局 〒478-0023 （調基１）第1462号        平成28年 4月 1日
     や知多市57 知多市南粕谷東坂１－２４２ （後発調２）第164号       平成30年 4月 1日
     0569-42-0701  (0569-42-0814) （在薬）第4252号          平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2731430,058,3 おおぞら薬局 〒478-0012 （調基１）第2237号        平成28年 4月 1日
     や知多市58 知多市巽が丘４－１０６ （地支体）第661号         平成30年 4月 1日
     0562-34-1732  (0562-34-1733) （後発調２）第633号       平成30年 4月 1日
     （在調）第179号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第2128号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第4654号          平成23年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2732430,059,1 ひだまり調剤薬局　岡〒478-0021 （調基１）第1463号        平成28年 4月 1日
     や知多市59 田店 知多市岡田越地７－２０ （在薬）第4877号          平成24年11月 1日
     0562-56-2007  (0562-56-2006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2733430,060,9 巽ヶ丘薬局 〒478-0012 （在薬）第4917号          平成25年 3月 1日
     や知多市60 知多市巽が丘２－１４３
     0562-34-8218  (0562-34-8218)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2734430,061,7 新舞子調剤薬局 〒478-0035 （調基１）第2238号        平成28年 4月 1日
     や知多市61 知多市大草大瀬１１７－２ （在薬）第5372号          平成26年12月 1日
     0569-44-2800  (0569-44-2601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2735430,063,3 知多薬局 〒478-0066 （調基１）第2239号        平成28年 4月 1日
     や知多市63 知多市新知西町９－６ （地支体）第744号         平成30年 4月 1日
     0562-85-9797  (0562-85-9798) （後発調３）第500号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1167号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第1278号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5027号          平成25年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2736430,065,8 ハロー薬局　知多店 〒478-0064 （調基１）第2240号        平成28年 4月 1日
     や知多市65 知多市新知台２－９－２９ （地支体）第224号         平成30年 4月 1日
     0562-54-2531  (0562-54-2532) （在調）第962号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第863号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5300号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2737430,066,6 おかだ調剤薬局 〒478-0021 （調基１）第2241号        平成28年 4月 1日
     や知多市66 知多市岡田野崎１０－４ （後発調２）第428号       平成30年 4月 1日
     0562-38-5511  (0562-38-5166) （在薬）第5443号          平成27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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  310

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2738430,067,4 しんまいこ薬局 〒478-0036 （調基１）第1464号        平成28年 4月 1日
     や知多市67 知多市新舞子大瀬２０－１７ （後発調２）第165号       平成30年 4月 1日
     0569-44-0866  (0569-44-0867) （在薬）第5455号          平成27年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2739430,068,2 そよかぜ薬局知多店 〒478-0065 （調基２）第36号          平成30年 4月 1日
     や知多市68 知多市新知東町１－１－１６ （後発調２）第166号       平成30年 4月 1日
     0562-85-6942  (0562-85-6952) （在薬）第5550号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2740430,070,8 スギ薬局　新知東店 〒478-0065 （調基１）第3038号        平成29年11月 1日
     や知多市70 知多市新知東町２－１－５ （後発調１）第651号       平成30年 4月 1日
     0562-85-1631  (0562-85-1632) （在薬）第6012号          平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2741430,071,6 くるみ調剤薬局　ちた〒478-0016 （調基１）第3111号        平成30年 2月 1日
     や知多市71 店 知多市梅が丘１－３５４ （在薬）第6091号          平成30年 2月 1日
     0562-57-6637  (0562-57-6671)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2742440,026,8 三聖堂薬局知立店 〒472-0037 （調基１）第2242号        平成28年 4月 1日
     や知立26 知立市栄１－１１ （調基３ロ）第213号       平成30年 4月 1日
     0566-83-6677  (0566-83-5583) （か薬）第2163号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第5612号          平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2743440,033,4 イズハラ薬局 〒472-0038 （調基１）第1465号        平成28年 4月 1日
     や知立33 知立市本町本４４ （後発調３）第65号        平成30年 4月 1日
     0566-82-7623  (0566-84-0316) （在薬）第1487号          平成 9年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2744440,037,5 弘法薬局長篠店 〒472-0055 （調基１）第1466号        平成28年 4月 1日
     や知立37 知立市鳥居１－１２－１２ （後発調１）第255号       平成30年 4月 1日
     0566-83-7198  (0566-83-7199) （か薬）第1813号          平成29年 1月 1日
     （在薬）第1396号          平成 9年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2745440,040,9 本林薬局 〒472-0015 （調基１）第294号         平成28年 4月 1日
     や知立40 知立市谷田町本林１－１４－１３ （後発調１）第256号       平成30年 4月 1日
     0566-84-0521  (0566-84-0522) （在薬）第2039号          平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2746440,044,1 ファルコはやぶさ薬局〒472-0007 （調基１）第2866号        平成29年 4月 1日
     や知立44 知立牛田店 知立市牛田町稲場２０－１ （調基３イ）第178号       平成30年 4月 1日
     0566-84-3058  (0566-84-3059) （在調）第633号           平成28年 2月 1日
     （か薬）第1814号          平成29年 1月 1日
     （在薬）第2996号          平成16年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2747440,046,6 はまべ調剤薬局・知立〒472-0058 （調基１）第1467号        平成28年 4月 1日
     や知立46 ・ 知立市上重原４－７４ （後発調２）第91号        平成30年 4月 1日
     0566-85-5177  (0566-85-5166) （在薬）第3105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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  311

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2748440,052,4 ファーコス薬局　知立〒472-0053 （調基３ロ）第214号       平成30年 4月 1日
     や知立52 南 知立市南新地３－２－７ （後発調２）第634号       平成30年 4月 1日
     0566-85-5251  (0566-85-5251) （後発調３）第554号       平成30年 5月 1日
     （か薬）第864号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3371号          平成18年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2749440,053,2 スギ薬局　牛田店 〒472-0007 （調基１）第2545号        平成28年 4月 1日
     や知立53 知立市牛田町六反２－３ （在調）第915号           平成28年12月 1日
     0566-83-5333  (0566-83-5346) （在薬）第4022号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2750440,055,7 スギ薬局　知立駅前店〒472-0047 （調基１）第2546号        平成28年 4月 1日
     や知立55 知立市新富２－８ （在薬）第4024号          平成20年 9月 1日
     0566-84-5161  (0566-84-5162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2751440,056,5 あんず薬局知立店 〒472-0023 （調基１）第1468号        平成28年 4月 1日
     や知立56 知立市西町新川２－１ （地支体）第225号         平成30年 4月 1日
     0566-84-3470  (0566-84-3471) （後発調３）第202号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第192号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4734号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2752440,057,3 スギ薬局　宝町店 〒472-0056 （調基１）第2547号        平成28年 4月 1日
     や知立57 知立市宝２－１０－１０ （後発調１）第652号       平成30年 4月 1日
     0566-84-3781  (0566-84-3782) （在薬）第4904号          平成25年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2753440,059,9 西中町調剤薬局 〒472-0016 （調基１）第1470号        平成28年 4月 1日
     や知立59 知立市西中町中長１－９ （在薬）第5242号          平成26年 5月 1日
     0566-91-4960  (0566-91-4961)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2754440,061,5 そよかぜ薬局　知立店〒472-0047 （調基１）第1471号        平成28年 4月 1日
     や知立61 知立市新富２－３３セントラルプ （在薬）第5600号          平成28年 2月 1日
     ラザ１階
     0566-91-0334  (0566-91-0335)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2755440,062,3 ハート薬局 〒472-0054 （調基１）第2993号        平成29年 9月 1日
     や知立62 知立市東上重原６－２－４ （後発調２）第429号       平成30年 4月 1日
     0566-93-3505  (0566-93-3506) （後発調３）第555号       平成30年 5月 1日
     （在薬）第5968号          平成29年 9月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2756440,063,1 そよかぜ薬局谷田店 〒472-0015 （調基１）第3177号        平成30年 4月 1日
     や知立63 知立市谷田町本林２－１０－１０
     0566-45-7006  (0566-45-7008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2757450,016,6 谷口薬局 〒488-0801 （調基１）第1472号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭16 尾張旭市東大道町原田２５０８ （在薬）第572号           平成 6年11月 1日
     0561-53-2264  (0561-52-7334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  312

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2758450,022,4 グリーン調剤薬局 〒488-0855 （調基１）第1473号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭22 尾張旭市旭前町４－７－１７ （後発調１）第85号        平成30年 4月 1日
     0561-52-7097  (0561-52-7097) （在薬）第4097号          平成20年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2759450,023,2 アルファ調剤薬局 〒488-0826 （調基１）第1474号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭23 尾張旭市大塚町１－１４－８ （後発調２）第292号       平成30年 4月 1日
     052-777-2240  (052-777-2354) （在調）第180号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第865号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第21号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2760450,026,5 緑ケ丘薬局 〒488-0822 （調基１）第1475号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭26 尾張旭市緑町緑ケ丘１２１ー９８ （か薬）第73号            平成28年 4月 1日
     0561-54-6777  (0561-54-9307) （在薬）第564号           平成 9年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2761450,029,9 アリーナ薬局 〒488-0078 （調基１）第1476号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭29 尾張旭市新居町寺田２９６４－４ （在調）第813号           平成28年 7月 1日
     0561-55-0288  (0561-55-0368) （在薬）第2567号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2762450,031,5 アリーナ薬局東大道店〒488-0061 （調基１）第1477号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭31 尾張旭市北原山町六田池２２１５ （地支体）第788号         平成30年 4月 1日
     －２ジーオーマンション１階 （後発調２）第635号       平成30年 4月 1日
     0561-52-4100  (0561-52-4133) （在調）第814号           平成28年 7月 1日
     （か薬）第1117号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第1591号          平成10年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2763450,032,3 しょうなん調剤薬局 〒488-0823 （調基１）第1478号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭32 尾張旭市庄南町３－８－６ （在調）第20号            平成24年 4月 1日
     052-777-7663  (052-760-2355) （在薬）第1737号          平成10年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2764450,033,1 マツ調剤薬局 〒488-0066 （調基１）第1479号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭33 尾張旭市南原山町赤土２７６－３ （か薬）第1644号          平成28年10月 1日
     0561-53-8058  (0561-53-8059) （在薬）第1778号          平成11年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2765450,035,6 ケア調剤薬局根の鼻店〒488-0002 （調基１）第295号         平成28年 4月 1日
     や尾張旭35 尾張旭市根の鼻町１－２－７ （後発調２）第92号        平成30年 4月 1日
     0561-54-0065  (0561-54-0065) （在調）第181号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第2258号          平成29年11月 1日
     （在薬）第1869号          平成11年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2766450,039,8 あい薬局白鳳店 〒488-0858 （調基１）第1480号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭39 尾張旭市白鳳町１－１２２ （地支体）第662号         平成30年 4月 1日
     0561-51-3260  (0561-51-3260) （後発調２）第636号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1168号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第420号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2213号          平成13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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  313

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2767450,043,0 さんごう調剤薬局 〒488-0011 （調基１）第1482号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭43 尾張旭市東栄町２－７－３５ （在調）第677号           平成28年 4月 1日
     0561-55-4611  (0561-55-4612) （か薬）第1415号          平成28年 5月 9日
     （在薬）第2600号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2768450,044,8 たんぽぽ薬局旭店 〒488-0876 （調基３イ）第179号       平成30年 4月 1日
     や尾張旭44 尾張旭市平子ケ丘町２－３－２ （在調）第498号           平成26年12月 1日
     0561-51-3471  (0561-51-3472) （か薬）第2050号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第2618号          平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2769450,047,1 日本調剤平子薬局 〒488-0876 （調基３ロ）第215号       平成30年 4月 1日
     や尾張旭47 尾張旭市平子ヶ丘町２－２－１７ （後発調２）第637号       平成30年 4月 1日
     0561-51-6251  (0561-51-6252) （在調）第591号           平成27年10月 1日
     （か薬）第866号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2641号          平成14年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2770450,048,9 スギヤマ薬局印場店 〒488-0830 （調基１）第2243号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭48 尾張旭市東印場町２－１５－１３ （後発調１）第424号       平成30年 4月 1日
     0561-51-1521  (0561-51-6512) （在調）第922号           平成29年 1月 1日
     （在薬）第2657号          平成14年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2771450,049,7 アイランド薬局三郷店〒488-0015 （調基１）第1483号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭49 尾張旭市三郷町栄１０クレスト三 （か薬）第2129号          平成29年 8月 1日
     郷１階 （在薬）第2798号          平成15年 4月 1日
     0561-52-6655  (0561-52-7682)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2772450,052,1 ケア調剤薬局旭店 〒488-0046 （調基１）第1484号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭52 尾張旭市南栄町旭ケ丘５７－６ （在調）第1115号          平成30年 4月 1日
     0561-55-7530  (0561-55-7533) （か薬）第867号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2889号          平成15年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2773450,053,9 ぽぷり薬局 〒488-0055 （調基１）第2244号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭53 尾張旭市北山町六反田２０ （地支体）第286号         平成30年 4月 1日
     0561-55-0973  (0561-55-0974) （後発調１）第397号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第868号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2907号          平成15年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2774450,057,0 株式会社本田薬局 〒488-0855 （調基１）第1486号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭57 尾張旭市旭前町５－７－２７ （在薬）第3543号          平成18年11月 1日
     0561-53-2178  (0561-54-9304)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2775450,061,2 クルーズ薬局尾張旭店〒488-0000 （調基１）第2602号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭61 尾張旭市尾張旭北原山土地区画整 （調基３イ）第180号       平成30年 4月 1日
     理事業内６１街区１３画地 （後発調１）第379号       平成30年 4月 1日
     0561-55-3377  (0561-55-3378) （在調）第540号           平成27年 5月 1日
     （か薬）第1349号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3689号          平成19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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  314

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2776450,062,0 しょうなん調剤薬局印〒488-0839 （調基１）第1487号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭62 場店 尾張旭市渋川町１－１９－１ （在調）第873号           平成28年10月 1日
     0561-41-8311  (0561-41-8322) （か薬）第1661号          平成28年10月 1日
     （在薬）第3772号          平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2777450,064,6 コスモ薬局 〒488-0855 （調基１）第2628号        平成28年 5月 1日
     や尾張旭64 尾張旭市旭前町５－７－８アネッ （在薬）第4143号          平成21年 2月 1日
     クスビル１階
     0561-54-8228  (0561-54-8228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2778450,065,3 オアシス調剤薬局 〒488-0823 （調基１）第1489号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭65 尾張旭市庄南町２－８－６ （在薬）第3805号          平成20年 6月 1日
     052-771-5151  (052-771-5151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2779450,066,1 エース調剤薬局 〒488-0011 （調基１）第1488号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭66 尾張旭市東栄町４－１２－１０ （在薬）第3867号          平成20年 9月 1日
     0561-55-5181  (0561-55-5183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2780450,068,7 ひろ調剤薬局 〒488-0830 （調基１）第28号          平成28年 4月 1日
     や尾張旭68 尾張旭市東印場町２－２－１６ （在薬）第4286号          平成21年10月 1日
     0561-53-6655  (0561-53-6656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2781450,069,5 スギヤマ薬局庄中町店〒488-0839 （調基１）第2246号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭69 尾張旭市渋川町２－７－５ （在調）第796号           平成28年 7月 1日
     0561-55-5041  (0561-55-5080) （在薬）第4305号          平成21年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2782450,071,1 しろまえ薬局旭店 〒488-0861 （調基１）第296号         平成28年 4月 1日
     や尾張旭71 尾張旭市城前町４－２－４７ （在薬）第4433号          平成22年 6月 1日
     0561-76-5738  (0561-76-5732)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2783450,072,9 浅井調剤薬局 〒488-0839 （調基１）第1490号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭72 尾張旭市渋川町２－１４－１３ （地支体）第663号         平成30年 4月 1日
     0561-52-8292  (0561-52-8293) （在調）第182号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第869号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4545号          平成23年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2784450,074,5 ケア調剤薬局　三郷店〒488-0014 （調基１）第297号         平成28年 4月 1日
     や尾張旭74 尾張旭市三郷町中井田１５６－１ （在調）第1022号          平成29年 8月 1日
     0561-76-1535  (0561-76-1536) （か薬）第421号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4656号          平成23年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2785450,076,0 スギヤマ調剤薬局尾張〒488-0876 （調基３イ）第181号       平成30年 4月 1日
     や尾張旭76 旭店 尾張旭市平子ケ丘町２－２－１６ （在薬）第4845号          平成24年 8月21日
     0561-55-0151  (0561-55-0150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  315

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2786450,077,8 マリン薬局　尾張旭店〒488-0818 （調基１）第2249号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭77 尾張旭市向町２－４－１１ （後発調１）第158号       平成30年 4月 1日
     0561-52-1511  (0561-52-1512) （か薬）第1475号          平成28年 5月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2787450,079,4 ココカラファイン薬局〒488-0822 （調基３ロ）第216号       平成30年 4月 1日
     や尾張旭79 　本地店 尾張旭市緑町緑ケ丘１６３ （後発調３）第312号       平成30年 4月 1日
     0561-51-1653  (0561-51-1653) （在薬）第5005号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2788450,080,2 あるぷす薬局 〒488-0801 （調基３イ）第72号        平成30年 4月 1日
     や尾張旭80 尾張旭市東大道町原田２５１１ （在薬）第5260号          平成26年 6月 1日
     0561-51-0501  (0561-51-0502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2789450,081,0 コスモス調剤薬局晴丘〒488-0043 （調基１）第2867号        平成29年 4月 1日
     や尾張旭81 店 尾張旭市北本地ケ原町３－１００ （地支体）第6号           平成30年 4月 1日
     0561-53-5605  (0561-53-5606) （後発調１）第46号        平成30年 4月 1日
     （在調）第1128号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第2301号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第5209号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2790450,083,6 薬局　ふるらいふ 〒488-0006 （調基２）第118号         平成30年 4月 1日
     や尾張旭83 尾張旭市大久手町中松原３５－３ （在調）第759号           平成28年 5月 1日
     0561-42-8246  (0561-42-8247) （か薬）第871号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5289号          平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2791450,084,4 みつばち調剤薬局 〒488-0840 （調基１）第2251号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭84 尾張旭市印場元町３－４－１６ （地支体）第857号         平成30年 5月 1日
     0561-42-8291  (0561-42-8293) （後発調１）第387号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1118号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5332号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2792450,086,9 アリーナ薬局ひまわり〒488-0814 （調基１）第1492号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭86 店 尾張旭市西大道町前田３７９４－ （か薬）第2114号          平成29年 8月 1日
     １ （在薬）第5488号          平成27年 6月21日
     0561-54-1615  (0561-54-1615)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2793450,087,7 フォレスト薬局 〒488-0011 （調基１）第2252号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭87 尾張旭市東栄町３－１－２ （後発調１）第86号        平成30年 4月 1日
     0561-55-4300  (0561-55-4301) （在薬）第5556号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2794450,088,5 コスモス調剤薬局　四〒488-0823 （調基１）第1493号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭88 軒家店 尾張旭市庄南町４－１１１ （後発調２）第167号       平成30年 4月 1日
     052-777-1280  (052-777-1281) （か薬）第1521号          平成28年 7月 1日
     （在薬）第5567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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  316

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2795450,089,3 オリーブ薬局　晴丘店〒488-0035 （調基１）第1494号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭89 尾張旭市上の山町間口３０３３－ （在薬）第5568号          平成27年12月 1日
     ４
     0561-55-5005  (0561-55-5075)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2796450,091,9 エンゼル薬局　さんご〒488-0016 （調基１）第2253号        平成28年 4月 1日
     や尾張旭91 う店 尾張旭市三郷町陶栄７ミタニビル （後発調２）第361号       平成30年 4月 1日
     １階 （か薬）第1775号          平成28年12月 1日
     0561-76-4600  (0561-76-4610) （在薬）第5636号          平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2797450,094,3 アイセイ薬局　尾張旭〒488-0021 （調基１）第2759号        平成28年10月 1日
     や尾張旭94 店 尾張旭市狩宿町３－６２ （調基３ロ）第217号       平成30年 4月 1日
     0561-55-7900  (0561-55-7901) （後発調１）第351号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1702号          平成28年10月 1日
     （在薬）第5801号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2798450,095,0 西の野調剤薬局 〒488-0804 （調基１）第2830号        平成29年 3月 1日
     や尾張旭95 尾張旭市西の野町５－７０－１ （地支体）第789号         平成30年 4月 1日
     0561-56-6300  (0561-56-6305) （後発調２）第638号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1054号          平成29年10月 1日
     （か薬）第1874号          平成29年 3月 1日
     （在薬）第5876号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2799450,096,8 Ｖ・ｄｒｕｇ　中松原〒488-0006 （調基３イ）第73号        平成30年 4月 1日
     や尾張旭96 薬局 尾張旭市大久手町中松原４６ （在調）第1169号          平成30年 4月 1日
     0561-55-5445  (0561-55-5450) （在薬）第5877号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2800450,097,6 コスモス薬局 〒488-0015 （調基１）第2928号        平成29年 4月 1日
     や尾張旭97 尾張旭市三郷町栄３－１プレミー （地支体）第664号         平成30年 4月 1日
     ル三郷１階 （在調）第1013号          平成29年 7月 1日
     0561-51-2292  (0561-51-2293) （か薬）第1901号          平成29年 4月 1日
     （在薬）第5906号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2801450,098,4 ファーマシー　森林公〒488-0007 （調基３イ）第74号        平成30年 4月 1日
     や尾張旭98 園 尾張旭市柏井町公園通５２９ （後発調１）第159号       平成30年 4月 1日
     0561-76-3344  (0561-76-3345) （在調）第1195号          平成30年 5月 1日
     （か薬）第2444号          平成30年 5月 1日
     （在薬）第5950号          平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2802450,099,2 いずみ薬局　尾張旭店〒488-0840 （調基１）第2974号        平成29年 7月 1日
     や尾張旭99 尾張旭市印場元町４－７－１０ （在薬）第5951号          平成29年 7月 1日
     0561-76-4180  (0561-76-4190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2803460,002,4 株式会社山脇崇成堂薬〒444-1325 （調基１）第110号         平成28年 4月 1日
     や高浜2 局 高浜市青木町４－７－４４ （後発調２）第362号       平成30年 4月 1日
     0566-53-0080  (0566-53-0206) （か薬）第2319号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第845号           平成 6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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  317

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2804460,009,9 ふじや駅前薬局 〒444-1325 （調基１）第174号         平成28年 4月 1日
     や高浜9 高浜市青木町６－３－８ （在薬）第846号           平成 6年11月 1日
     0566-53-0688  (0566-52-7092)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2805460,010,7 イワタヤ薬局 〒444-1323 （調基１）第394号         平成28年 4月 1日
     や高浜10 高浜市田戸町２－６－２６ （在薬）第847号           平成 6年11月 1日
     0566-53-1075  (0566-52-5586)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2806460,014,9 石川薬局 〒444-1333 （調基１）第2254号        平成28年 4月 1日
     や高浜14 高浜市沢渡町４－５－２ （地支体）第790号         平成30年 4月 1日
     0566-53-0468  (0566-52-1860) （後発調１）第444号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2037号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第2311号          平成13年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2807460,015,6 神明薬局 〒444-1305 （調基１）第298号         平成28年 4月 1日
     や高浜15 高浜市神明町１－５－６ （後発調２）第293号       平成30年 4月 1日
     0566-54-0251  (0566-54-0252) （在薬）第1486号          平成 9年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2808460,016,4 キトー薬局高浜店 〒444-1333 （調基２）第110号         平成30年 4月 1日
     や高浜16 高浜市沢渡町４ー５ー２９ （後発調３）第313号       平成30年 4月 1日
     0566-52-8148  (0566-52-8148) （在調）第1035号          平成29年 9月 1日
     （か薬）第873号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1651号          平成10年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2809460,018,0 高浜中央調剤薬局 〒444-1305 （調基１）第2255号        平成28年 4月 1日
     や高浜18 高浜市神明町８－１４－３ （在調）第183号           平成24年 4月 1日
     0566-54-5252  (0566-54-5253) （在薬）第2670号          平成14年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2810460,022,2 スギ薬局　高浜店 〒444-1305 （調基１）第2549号        平成28年 4月 1日
     や高浜22 高浜市神明町１－６－８ （後発調１）第653号       平成30年 4月 1日
     0566-54-4531  (0566-54-4532) （在調）第853号           平成28年 9月 1日
     （在薬）第5569号          平成27年11月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2811460,023,0 スギ薬局　高浜中央店〒444-1321 （調基１）第2550号        平成28年 4月 1日
     や高浜23 高浜市稗田町３－２－２ （後発調２）第518号       平成30年 4月 1日
     0566-54-0271  (0566-52-7660) （在薬）第4128号          平成21年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2812460,025,5 くれよん薬局 〒444-1336 （調基２）第16号          平成30年 4月 1日
     や高浜25 高浜市呉竹町４－１２－１２ （後発調１）第403号       平成30年 4月 1日
     0566-54-1850  (0566-54-1851) （在薬）第5892号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2813460,026,3 くるみ調剤薬局たかは〒444-1321 （調基１）第3094号        平成30年 1月 1日
     や高浜26 ま店 高浜市稗田町６－７－１３ （地支体）第287号         平成30年 4月 1日
     0566-91-9111  (0566-91-9112) （か薬）第2318号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第6070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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  318

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2814470,009,7 スズキ薬局 〒482-0024 （調基１）第2256号        平成28年 4月 1日
     や岩倉9 岩倉市旭町２－５１ （在薬）第1081号          平成 6年11月 1日
     0587-37-6827  (0587-37-6827)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2815470,013,9 ライオン薬局 〒482-0025 （調基１）第1495号        平成28年 4月 1日
     や岩倉13 岩倉市大地新町１－５２ （後発調１）第87号        平成30年 4月 1日
     0587-37-0370  (0587-37-9718) （在調）第185号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第1499号          平成28年 7月 1日
     （在薬）第1084号          平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2816470,028,7 ふた葉薬局 〒482-0032 （調基１）第2257号        平成28年 4月 1日
     や岩倉28 岩倉市井上町種畑２－３ （か薬）第1672号          平成28年11月 1日
     0587-38-3001  (0587-38-3043) （在薬）第1858号          平成11年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2817470,029,5 後藤調剤薬局 〒482-0021 （調基１）第3129号        平成30年 4月 1日
     や岩倉29 岩倉市新柳町１－４４ （か薬）第2023号          平成29年 6月 1日
     0587-38-6368  (0587-38-6372) （在薬）第2568号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2818470,030,3 ハーモニー岩倉調剤薬〒482-0003 （調基１）第2258号        平成28年 4月 1日
     や岩倉30 局 岩倉市曽野町郷前２４－１ （後発調１）第88号        平成30年 4月 1日
     0587-65-3055  (0587-65-3056) （在薬）第1979号          平成11年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2819470,033,7 ハニーズ薬局岩倉店 〒482-0005 （調基１）第1497号        平成28年 4月 1日
     や岩倉33 岩倉市下本町下市場１３１－１３ （か薬）第193号           平成28年 4月 1日
     0587-65-4660  (0587-65-4661) （在薬）第2998号          平成16年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2820470,034,5 トーカイ薬局岩倉店 〒482-0012 （調基３イ）第182号       平成30年 4月 1日
     や岩倉34 岩倉市稲荷町高畑７９ （か薬）第1281号          平成28年 4月 1日
     0587-38-0731  (0587-38-0732) （在薬）第3727号          平成20年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2821470,035,2 スギ薬局　岩倉団地店〒482-0005 （調基１）第2551号        平成28年 4月 1日
     や岩倉35 岩倉市下本町燈明庵９８ （地支体）第448号         平成30年 4月 1日
     0587-65-3915  (0587-65-3969) （後発調２）第717号       平成30年 5月 1日
     （在調）第366号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第982号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4026号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2822470,036,0 スギ薬局　大地店 〒482-0026 （調基１）第2552号        平成28年 4月 1日
     や岩倉36 岩倉市大地町郷前１１ （後発調１）第655号       平成30年 4月 1日
     0587-65-7330  (0587-65-7331) （在薬）第4027号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2823470,037,8 コスモス調剤薬局岩倉〒482-0042 （調基３イ）第29号        平成30年 4月 1日
     や岩倉37 店 岩倉市中本町葭原１－４ （後発調２）第40号        平成30年 4月 1日
     0587-38-4811  （在薬）第4184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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  319

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2824470,038,6 あさかぜ薬局 〒482-0031 （調基１）第1498号        平成28年 4月 1日
     や岩倉38 岩倉市八剱町六反田１７－５ （調基２）第17号          平成30年 4月 1日
     0587-66-8855  (0587-66-8856) （後発調３）第38号        平成30年 4月 1日
     （在薬）第4478号          平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2825470,040,2 丸岩薬局 〒482-0043 （調基１）第2646号        平成28年 6月 1日
     や岩倉40 岩倉市本町神明西８－１２
     0587-66-5707  (0587-66-5707)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2826470,042,8 みらい調剤薬局　岩倉〒482-0043 （調基１）第2625号        平成28年 5月 1日
     や岩倉42 店 岩倉市本町前田７７－１０ （後発調２）第41号        平成30年 4月 1日
     0587-96-6900  (0587-96-6901) （在薬）第5652号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2827470,043,6 ラポール薬局　岩倉団〒482-0001 （調基１）第2666号        平成28年 7月 1日
     や岩倉43 地店 岩倉市東新町南江向２４－５岩倉 （後発調２）第294号       平成30年 4月 1日
     団地６３－００４ （後発調３）第568号       平成30年 6月 1日
     0587-81-3337  (0587-81-4437) （在薬）第5689号          平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2828470,044,4 キョーワ薬局　かみの〒482-0033 （調基３イ）第183号       平成30年 4月 1日
     や岩倉44 店 岩倉市神野町又市３３２ （後発調２）第363号       平成30年 4月 1日
     0587-50-0501  (0587-50-0502) （か薬）第2164号          平成29年 9月 1日
     （在薬）第5857号          平成29年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2829480,005,3 ヤスダ薬局 〒470-1126 （調基１）第1500号        平成28年 4月 1日
     や豊明5 豊明市三崎町高鴨６－１８ （か薬）第194号           平成28年 4月 1日
     0562-92-7421  (0562-92-7421) （在薬）第3381号          平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2830480,016,0 中日調剤薬局前後店 〒470-1148 （調基１）第2260号        平成28年 4月 1日
     や豊明16 豊明市阿野町滑５８－２ザ・スポ （地支体）第226号         平成30年 4月 1日
     ット１階 （後発調２）第295号       平成30年 4月 1日
     0562-97-0216  (0562-98-8512) （在調）第452号           平成26年 7月 1日
     （か薬）第874号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2292号          平成13年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2831480,020,2 薬局サンリバー豊明店〒470-1154 （調基１）第130号         平成28年 4月 1日
     や豊明20 豊明市新栄町２－１３２ （在薬）第1550号          平成10年 3月 1日
     0562-98-1530  (0562-98-1530)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2832480,024,4 あいち調剤新栄町薬局〒470-1154 （調基１）第1501号        平成28年 4月 1日
     や豊明24 豊明市新栄町６－１６９ （在薬）第2036号          平成12年 4月 1日
     0562-96-0211  (0562-96-0202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2833480,026,9 めいてつ調剤薬局前後〒470-1151 （調基１）第1502号        平成28年 4月 1日
     や豊明26 店 豊明市前後町大代１６１８－４ （地支体）第665号         平成30年 4月 1日
     0562-96-1050  (0562-96-1150) （後発調１）第486号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1476号          平成28年 5月27日
     （在薬）第2064号          平成12年 6月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  320

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2834480,030,1 きのはな調剤薬局 〒470-1148 （調基１）第1503号        平成28年 4月 1日
     や豊明30 豊明市阿野町滑５６－４ （地支体）第831号         平成30年 4月 1日
     0562-98-5303  (0562-96-1118) （薬菌）第112号           平成26年 4月 1日
     （薬菌）第285号           平成30年 4月 1日
     （在調）第340号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第875号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2639号          平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2835480,031,9 あんず薬局 〒470-1161 （調基１）第1504号        平成28年 4月 1日
     や豊明31 豊明市栄町舘３２－１９ （在調）第678号           平成28年 4月 1日
     0562-96-1317  (0562-96-1318) （か薬）第1417号          平成28年 5月 1日
     （在薬）第2799号          平成15年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2836480,033,5 いながき調剤薬局 〒470-1141 （調基２）第124号         平成30年 6月 1日
     や豊明33 豊明市阿野町林ノ内２７－５ （在薬）第3365号          平成18年 2月 1日
     0562-91-3100  (0562-91-3177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2837480,036,8 いながき調剤薬局　西〒470-1121 （調基１）第83号          平成28年 4月 1日
     や豊明36 川店 豊明市西川町広原６ （か薬）第1282号          平成28年 4月 1日
     0562-91-6351  (0562-91-6352) （在薬）第4885号          平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2838480,037,6 ケア調剤薬局豊明店 〒470-1168 （調基１）第299号         平成28年 4月 1日
     や豊明37 豊明市栄町南舘８－３ （在薬）第3429号          平成18年 6月 1日
     0562-96-2701  (0562-96-2715)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2839480,039,2 スギ薬局　前後店 〒470-1151 （調基１）第2553号        平成28年 4月 1日
     や豊明39 豊明市前後町五軒屋１５３４－１ （後発調１）第656号       平成30年 4月 1日
     0562-93-7732  (0562-93-7729) （在薬）第5570号          平成27年10月22日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2840480,040,0 スギ薬局　二村台店 〒470-1131 （調基１）第2554号        平成28年 4月 1日
     や豊明40 豊明市二村台２－１８－９ （地支体）第450号         平成30年 4月 1日
     0562-95-4523  (0562-95-4524) （在調）第469号           平成26年 9月 1日
     （か薬）第983号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4029号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2841480,041,8 ブライト調剤薬局　三〒470-1125 （調基１）第1505号        平成28年 4月 1日
     や豊明41 崎店 豊明市三崎町中ノ坪４－２３ （後発調２）第364号       平成30年 4月 1日
     0562-95-2100  (0562-57-6939) （在調）第963号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第4098号          平成20年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2842480,046,7 セイムス豊明薬局 〒470-1101 （調基１）第1506号        平成28年 4月 1日
     や豊明46 豊明市沓掛町田楽ヶ窪１－１８４ （調基３イ）第247号       平成30年 4月 1日
     0562-95-4189  (0562-95-4190) （薬菌）第210号           平成27年 3月 1日
     （か薬）第1418号          平成28年 5月 1日
     （在薬）第4423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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  321

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2843480,047,5 エンゼル薬局　豊明店〒470-1112 （調基１）第2929号        平成29年 4月 1日
     や豊明47 豊明市新田町大割１１３－３ （地支体）第376号         平成30年 4月 1日
     0562-92-0095  (0562-92-0097) （か薬）第876号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4459号          平成22年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2844480,048,3 中日調剤薬局　豊明お〒470-1166 （調基１）第2261号        平成28年 4月 1日
     や豊明48 おね店 豊明市栄町大根１－７５ （地支体）第227号         平成30年 4月 1日
     0562-85-5988  (0562-85-5989) （後発調３）第251号       平成30年 4月 1日
     （在調）第267号           平成25年 2月 1日
     （か薬）第1751号          平成28年12月 1日
     （在薬）第4513号          平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2845480,049,1 スギ薬局　沓掛店 〒470-1101 （調基１）第2536号        平成28年 4月 1日
     や豊明49 豊明市沓掛町丘下１２－１ （在薬）第4553号          平成23年 3月 1日
     0562-91-3266  (0562-95-1153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2846480,050,9 みさき薬局 〒470-1126 （調基１）第1507号        平成28年 4月 1日
     や豊明50 豊明市三崎町高鴨５－１０ （地支体）第228号         平成30年 4月 1日
     0562-92-1181  (0562-92-1808) （後発調３）第434号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2024号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第4579号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2847480,051,7 けやき調剤薬局 〒470-1151 （調基１）第1508号        平成28年 4月 1日
     や豊明51 豊明市前後町大代１６０５－６８ （後発調１）第363号       平成30年 4月 1日
     0562-38-5515  (0562-38-5845) （在薬）第5162号          平成26年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2848480,053,3 ハロー薬局　豊明店 〒470-1151 （調基１）第2262号        平成28年 4月 1日
     や豊明53 豊明市前後町大狭間１４４８－１ （調基３ロ）第95号        平成30年 4月 1日
     ４ （後発調２）第296号       平成30年 4月 1日
     0562-91-6501  (0562-91-6502) （在調）第964号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第1522号          平成28年 7月 1日
     （在薬）第5210号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2849480,054,1 さんあい薬局株式会社〒470-1131 （調基１）第1509号        平成28年 4月 1日
     や豊明54 　二村台店 豊明市二村台４－１４－３１ （後発調３）第430号       平成30年 4月 1日
     0562-38-7003  (0562-38-7004) （在薬）第5465号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2850480,055,8 あい調剤薬局　豊明店〒470-1132 （調基１）第2263号        平成28年 4月 1日
     や豊明55 豊明市間米町唐竹３４２－２４ （調基３ロ）第96号        平成30年 4月 1日
     0562-85-2822  (0562-85-2278) （後発調１）第257号       平成30年 4月 1日
     （在薬）第5551号          平成27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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  322

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2851480,056,6 アイン薬局豊明店 〒470-1132 （調基１）第2264号        平成28年 4月 1日
     や豊明56 豊明市間米町島川２１６０ （調基３ロ）第238号       平成30年 4月 1日
     0562-38-6733  (0562-38-6734) （後発調３）第252号       平成30年 4月 1日
     （在調）第659号           平成28年 3月 1日
     （か薬）第1854号          平成29年 2月 1日
     （在薬）第5552号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2852480,057,4 とよあけ調剤薬局 〒470-1101 （調基３ロ）第97号        平成30年 4月 1日
     や豊明57 豊明市沓掛町田楽ケ窪１－１９１ （か薬）第2156号          平成29年 9月 1日
     0562-91-1300  (0562-91-1323) （在薬）第5593号          平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2853480,058,2 ひまわり薬局 〒470-1151 （調基１）第2265号        平成28年 4月 1日
     や豊明58 豊明市前後町鎌ヶ須１７７０－１ （か薬）第2422号          平成30年 4月 1日
     0562-85-9167  (0562-85-9168) （在薬）第5634号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2854480,060,8 さかえ町薬局 〒470-1166 （調基１）第2721号        平成28年10月 1日
     や豊明60 豊明市栄町大根１－１６１５ （在薬）第5754号          平成28年10月 1日
     0562-38-5687  (0562-38-5688)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2855480,061,6 スギ薬局　豊明三崎店〒470-1124 （調基１）第2788号        平成29年 1月 1日
     や豊明61 豊明市三崎町丸ノ内２－１８ （後発調１）第657号       平成30年 4月 1日
     0562-57-0057  (0562-57-0058) （在薬）第5834号          平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2856480,062,4 スイショー薬局調剤セ〒470-1101 （調基３ロ）第98号        平成30年 4月 1日
     や豊明62 ンター 豊明市沓掛町田楽ヶ窪１－１５６ （在薬）第6071号          平成30年 1月 1日
     0562-91-2662  (0562-91-2660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2857490,006,9 有限会社松田薬局 〒470-0131 （調基１）第1510号        平成28年 4月 1日
     や日進6 日進市岩崎町市場１９８ （地支体）第288号         平成30年 4月 1日
     0561-73-6811  (0561-74-0761) （後発調１）第720号       平成30年 5月 1日
     （在調）第1106号          平成30年 3月 1日
     （か薬）第74号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第29号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2858490,008,5 五色園薬局 〒470-0105 （調基１）第1511号        平成28年 4月 1日
     や日進8 日進市五色園１－１８２０ （か薬）第75号            平成28年 4月 1日
     0561-73-5373  (0561-73-5753) （在薬）第30号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2859490,010,1 ヘルスバンク東海調剤〒470-0126 （調基１）第1512号        平成28年 4月 1日
     や日進10 薬局赤池店 日進市赤池町１－３００１第２５ （地支体）第666号         平成30年 4月 1日
     オーシャンプラザ１階 （後発調２）第639号       平成30年 4月 1日
     052-805-6599  (052-805-6167) （在調）第935号           平成29年 2月 1日
     （か薬）第1120号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第32号            平成 6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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  323

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2860490,014,3 ソネ薬局 〒470-0101 （調基１）第300号         平成28年 4月 1日
     や日進14 日進市三本木町下川田５０ （後発調２）第93号        平成30年 4月 1日
     0561-73-9126  (0561-73-9126) （在調）第679号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第111号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1218号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2861490,016,8 ゆうせん調剤薬局 〒470-0115 （調基２）第37号          平成30年 4月 1日
     や日進16 日進市折戸町西田面１０９ （在調）第735号           平成28年 4月 1日
     0561-74-3941  (0561-74-3961) （か薬）第112号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1668号          平成10年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2862490,019,2 カワニシ薬局 〒470-0114 （調基１）第2266号        平成28年 4月 1日
     や日進19 日進市南ケ丘１－８－１ （地支体）第229号         平成30年 4月 1日
     0561-72-2915  (0561-72-2915) （在調）第736号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第877号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第24号            平成 8年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2863490,023,4 ワコウ薬局日進店 〒470-0135 （調基１）第1513号        平成28年 4月 1日
     や日進23 日進市岩崎台１－１２３９ （後発調２）第430号       平成30年 4月 1日
     0561-72-9292  (0561-72-7792) （在調）第187号           平成24年 4月 1日
     （在薬）第1659号          平成10年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2864490,025,9 カワニシ調剤薬局日進〒470-0131 （調基１）第2267号        平成28年 4月 1日
     や日進25 岩崎店 日進市岩崎町神明７９ （後発調２）第297号       平成30年 4月 1日
     0561-74-5641  (0561-74-5641) （在調）第737号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2110号          平成12年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2865490,027,5 有限会社みなみやま調〒470-0111 （調基１）第1514号        平成28年 4月 1日
     や日進27 剤薬局 日進市米野木町南山９８７－３８ （地支体）第667号         平成30年 4月 1日
     0561-75-0735  (0561-75-0734) （在調）第751号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第878号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1894号          平成11年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2866490,028,3 カワニシ調剤薬局日進〒470-0115 （調基２）第69号          平成30年 4月 1日
     や日進28 折戸店 日進市折戸町髙松２６４－３ （後発調１）第258号       平成30年 4月 1日
     0561-73-1657  (0561-73-1657) （か薬）第879号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2572号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2867490,029,1 香久山薬局 〒470-0134 （調基１）第1515号        平成28年 4月 1日
     や日進29 日進市香久山２－２１０３ （後発調１）第487号       平成30年 4月 1日
     052-800-2735  (052-800-2765) （在薬）第2621号          平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2868490,030,9 のぞみ調剤薬局 〒470-0115 （調基１）第85号          平成28年 4月 1日
     や日進30 日進市折戸町高松３０８－１ （地支体）第230号         平成30年 4月 1日
     0561-72-7718  (0561-72-7719) （後発調２）第298号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1948号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第1985号          平成11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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  324

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2869490,042,4 うめ森調剤センター薬〒470-0133 （調基１）第2268号        平成28年 4月 1日
     や日進42 局 日進市梅森台５－７１ （地支体）第668号         平成30年 4月 1日
     052-800-0108  (052-800-0168) （後発調１）第570号       平成30年 4月 1日
     （在調）第189号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第2025号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第2920号          平成15年11月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2870490,046,5 コスモス調剤薬局 〒470-0136 （調基１）第1516号        平成28年 4月 1日
     や日進46 日進市竹の山５－１５０２ （地支体）第832号         平成30年 4月 1日
     0561-74-6317  (0561-74-6318) （在調）第1170号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第424号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3022号          平成16年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2871490,048,1 ハート調剤薬局日進店〒470-0123 （調基１）第2269号        平成28年 4月 1日
     や日進48 日進市野方町稲荷２－２ （在薬）第3078号          平成16年 8月 1日
     0561-74-7767  (0561-74-7768)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2872490,049,9 東海調剤薬局ＭＩＯ香〒470-0134 （調基１）第1517号        平成28年 4月 1日
     や日進49 久山２階店 日進市香久山５－１８０１ＭＩＯ （地支体）第669号         平成30年 4月 1日
     香久山２階 （後発調３）第314号       平成30年 4月 1日
     052-800-0580  (052-806-2090) （薬菌）第243号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第880号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3201号          平成17年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2873490,050,7 ウィズ調剤薬局 〒470-0133 （調基１）第1518号        平成28年 4月 1日
     や日進50 日進市梅森台２－３１ （地支体）第231号         平成30年 4月 1日
     052-800-1005  (052-800-1007) （後発調２）第736号       平成30年 6月 1日
     （後発調３）第253号       平成30年 4月 1日
     （在調）第738号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第425号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3234号          平成17年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2874490,051,5 マイタウン薬局日進店〒470-0124 （調基１）第1519号        平成28年 4月 1日
     や日進51 日進市浅田町東田面６８－２ （後発調１）第353号       平成30年 4月 1日
     052-807-8988  (052-807-8987) （在薬）第3620号          平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2875490,053,1 オリーブ薬局　竹の山〒470-0131 （調基１）第1520号        平成28年 4月 1日
     や日進53 店 日進市竹の山２－２１１３ （地支体）第791号         平成30年 4月 1日
     0561-75-5577  (0561-75-5580) （在調）第454号           平成26年 8月 1日
     （か薬）第881号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3477号          平成18年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2876490,054,9 ハーモニー薬局 〒470-0117 （調基１）第1521号        平成28年 4月 1日
     や日進54 日進市藤塚３－５６６ （在薬）第3795号          平成20年 5月 1日
     0561-75-6071  (0561-75-6075)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  325

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2877490,056,4 キョーワ薬局　日進店〒470-0134 （調基３イ）第184号       平成30年 4月 1日
     や日進56 日進市香久山３－２０１－３ （在調）第984号           平成29年 5月 1日
     052-807-1201  (052-807-1202) （か薬）第426号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4073号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2878490,057,2 めいぷる薬局 〒470-0125 （調基１）第1522号        平成28年 4月 1日
     や日進57 日進市赤池３－２１０３ （地支体）第93号          平成30年 4月 1日
     052-800-3380  (052-800-3370) （後発調３）第117号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第113号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4099号          平成20年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2879490,060,6 ほがらか薬局 〒470-0113 （調基１）第2270号        平成28年 4月 1日
     や日進60 日進市栄３－２００２ （後発調１）第259号       平成30年 4月 1日
     0561-76-6008  (0561-76-6009) （か薬）第882号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4670号          平成23年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2880490,061,4 あおぞら調剤薬局　日〒470-0126 （調基１）第1523号        平成28年 4月 1日
     や日進61 進店 日進市赤池町屋下３３９ （地支体）第515号         平成30年 4月 1日
     052-838-7900  (052-838-7901) （後発調３）第203号       平成30年 4月 1日
     （在調）第739号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第883号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4638号          平成23年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2881490,066,3 豊田調剤薬局三本木店〒470-0101 （調基１）第1526号        平成28年 4月 1日
     や日進66 日進市三本木町細廻間２－３ （後発調２）第168号       平成30年 4月 1日
     0561-76-1133  (0561-76-3296) （在薬）第4887号          平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2882490,068,9 パンダ薬局 〒470-0132 （調基１）第1527号        平成28年 4月 1日
     や日進68 日進市梅森町西田面１７－３ （地支体）第232号         平成30年 4月 1日
     052-808-3353  (052-808-3354) （か薬）第886号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5055号          平成25年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2883490,070,5 スギヤマ薬局米野木店〒470-0118 （調基１）第2272号        平成28年 4月 1日
     や日進70 日進市米野木台２－２６０８ （在薬）第5114号          平成25年11月 1日
     0561-75-5441  (0561-74-0020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2884490,071,3 オリーブ薬局　浅田店〒470-0124 （調基１）第301号         平成28年 4月 1日
     や日進71 日進市浅田町西前田３０２ （地支体）第670号         平成30年 4月 1日
     052-893-7445  (052-893-7446) （後発調２）第640号       平成30年 4月 1日
     （在調）第649号           平成28年 2月 1日
     （か薬）第1457号          平成28年 5月25日
     （在薬）第5211号          平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2885490,072,1 エムハート薬局　こめ〒470-0118 （調基３ロ）第31号        平成30年 4月 1日
     や日進72 のき店 日進市米野木台４－９１１ （後発調３）第118号       平成30年 4月 1日
     0561-75-5200  (0561-73-0855) （か薬）第2273号          平成29年12月 1日
     （在薬）第5212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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  326

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2886490,073,9 ファミリー薬局 〒470-0113 （調基１）第1528号        平成28年 4月 1日
     や日進73 日進市栄３－１６０５プロニティ （か薬）第427号           平成28年 4月 1日
     日進３ （在薬）第5233号          平成26年 4月 1日
     0561-72-8173  (0561-72-8175)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2887490,075,4 ときわ調剤薬局 〒470-0111 （調基１）第302号         平成28年 4月 1日
     や日進75 日進市米野木町油田１５７－３ （後発調２）第169号       平成30年 4月 1日
     0561-76-0681  (0561-76-0682) （在薬）第5333号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2888490,076,2 藤塚調剤薬局 〒470-0117 （調基１）第2274号        平成28年 4月 1日
     や日進76 日進市藤塚７－４５ （地支体）第745号         平成30年 4月 1日
     0561-76-3264  (0561-76-3364) （か薬）第428号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5356号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2889490,078,8 サン調剤薬局　梅森台〒470-0133 （調基１）第2275号        平成28年 4月 1日
     や日進78 店 日進市梅森台３－１１４ （地支体）第671号         平成30年 4月 1日
     052-806-3135  (052-806-3139) （薬菌）第211号           平成27年 3月 1日
     （在調）第520号           平成27年 3月 1日
     （か薬）第429号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5431号          平成27年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2890490,079,6 キリン調剤薬局 〒470-0133 （調基１）第2869号        平成29年 4月 1日
     や日進79 日進市梅森台２－２１５パピヨン （地支体）第672号         平成30年 4月 1日
     ヨコイⅡ１階 （在調）第1196号          平成30年 5月 1日
     052-847-8400  (052-847-8401) （か薬）第1577号          平成28年 8月 1日
     （在薬）第5456号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2891490,080,4 あさひ調剤薬局かぐや〒470-0131 （調基１）第1529号        平成28年 4月 1日
     や日進80 ま店 日進市岩崎町北高上４４－４ （地支体）第746号         平成30年 4月 1日
     0561-75-5501  (0561-75-5633) （在調）第815号           平成28年 7月 1日
     （か薬）第430号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5553号          平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2892490,081,2 調剤薬局ツルハドラッ〒470-0125 （調基１）第303号         平成28年 4月 1日
     や日進81 グ日進赤池店 日進市赤池３－２００１ （後発調２）第299号       平成30年 4月 1日
     052-800-3318  (052-800-3318) （在薬）第5554号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2893490,082,0 なの花薬局米野木店 〒470-0111 （調基３ロ）第32号        平成30年 4月 1日
     や日進82 日進市米野木町丁田２８－３ （後発調１）第160号       平成30年 4月 1日
     0561-76-4105  (0561-76-4106) （か薬）第2139号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第5858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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  327

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2894490,083,8 ドラッグプラス 〒470-0111 （調基１）第2831号        平成29年 3月 1日
     や日進83 日進市米野木町油田１４８－２ （地支体）第792号         平成30年 4月 1日
     0561-42-8260  (0561-42-8261) （後発調２）第641号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1053号          平成29年10月 1日
     （か薬）第1875号          平成29年 3月 1日
     （在薬）第5878号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2895490,084,6 くるみ調剤薬局　岩崎〒470-0135 （調基１）第2832号        平成29年 3月 1日
     や日進84 台店 日進市岩崎台４－１００７ （後発調３）第119号       平成30年 4月 1日
     0561-73-8178  (0561-73-8409) （か薬）第1876号          平成29年 3月 1日
     （在薬）第5879号          平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2896490,085,3 アイセイ薬局　竹の山〒470-0136 （調基１）第2870号        平成29年 4月 1日
     や日進85 店 日進市竹の山２－２３１０ （調基３ロ）第242号       平成30年 4月 1日
     0561-74-8017  (0561-72-7022) （後発調３）第379号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第2259号          平成29年11月 1日
     （在薬）第5893号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2897490,086,1 キョーワ薬局　赤池店〒470-0126 （調基３イ）第252号       平成30年 4月 1日
     や日進86 日進市赤池町屋下３９４－２ （後発調３）第501号       平成30年 4月 1日
     052-680-7991  (052-680-7992) （在薬）第5975号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2898490,087,9 アイセイ薬局　日進赤〒470-0126 （調基１）第3039号        平成29年11月 1日
     や日進87 池店 日進市赤池町箕ノ手１ （調基３ロ）第243号       平成30年 4月 1日
     052-847-3170  (052-847-1071) （後発調３）第380号       平成30年 4月 1日
     （在薬）第6013号          平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2899500,032,3 松山薬局 〒470-0162 （調基１）第1531号        平成28年 4月 1日
     や愛知32 愛知郡東郷町春木池田３９－１ （地支体）第377号         平成30年 4月 1日
     0561-38-2257  (0561-38-2253) （か薬）第114号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5522号          平成27年 8月31日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2900500,045,5 三聖堂薬局東郷店 〒470-0155 （調基１）第2276号        平成28年 4月 1日
     や愛知45 愛知郡東郷町白鳥２－１６－４ （後発調３）第120号       平成30年 4月 1日
     0561-37-2293  (0561-37-2294) （在薬）第2148号          平成12年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2901500,050,5 Ｖ・ｄｒｕｇ　東郷西〒470-0166 （調基１）第1532号        平成28年 4月 1日
     や愛知50 薬局 愛知郡東郷町兵庫２－２ （地支体）第378号         平成30年 4月 1日
     0561-37-5980  (0561-37-5981) （在調）第911号           平成28年11月 1日
     （か薬）第1741号          平成28年11月 1日
     （在薬）第3130号          平成16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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  328

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2902500,057,0 アリエス調剤薬局白鳥〒470-0153 （調基１）第2277号        平成28年 4月 1日
     や愛知57 店 愛知郡東郷町和合北蚊谷１９２ （地支体）第94号          平成30年 4月 1日
     0561-37-5731  (0561-37-5732) （後発調１）第89号        平成30年 4月 1日
     （在調）第190号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第195号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3774号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2903500,059,6 キョーワ薬局　わごう〒470-0154 （調基１）第2918号        平成29年 4月 1日
     や愛知59 ヶ丘店 愛知郡東郷町和合ケ丘１－１５－ （調基３イ）第75号        平成30年 4月 1日
     ２ （後発調３）第254号       平成30年 4月 1日
     0561-38-1800  (0561-37-2800) （在調）第506号           平成27年 2月 1日
     （か薬）第1122号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3869号          平成20年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2904500,066,1 りんご薬局 〒470-0162 （調基１）第82号          平成28年 4月 1日
     や愛知66 愛知郡東郷町春木音貝１０５－１ （後発調２）第431号       平成30年 4月 1日
     052-800-0688  (052-800-0689) （か薬）第1815号          平成29年 1月 1日
     （在薬）第4398号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2905500,068,7 エムハート薬局　はる〒470-0162 （調基３ロ）第99号        平成30年 4月 1日
     や愛知68 き店 愛知郡東郷町春木新池１５－３ （在薬）第4462号          平成22年 9月 1日
     0561-38-1334  (0561-38-1335)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2906500,070,3 ユタカ薬局東郷 〒470-0155 （調基１）第2278号        平成28年 4月 1日
     や愛知70 愛知郡東郷町白鳥２－１６－１２ （在薬）第4765号          平成24年 5月 1日
     0561-37-5202  (0561-37-5206)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2907500,071,1 リリーフ調剤薬局　和〒470-0154 （調基１）第1533号        平成28年 4月 1日
     や愛知71 合店 愛知郡東郷町和合ケ丘３－１－１ （地支体）第516号         平成30年 4月 1日
     ０すまいるプラザ和合ヶ丘１階 （後発調２）第432号       平成30年 4月 1日
     0561-65-5995  (0561-65-5996) （在調）第944号           平成29年 3月 1日
     （か薬）第889号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4802号          平成24年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2908500,073,7 貴船薬局　東郷店 〒470-0152 （調基１）第2280号        平成28年 4月 1日
     や愛知73 愛知郡東郷町北山台４－３－１ （後発調１）第260号       平成30年 4月 1日
     0561-76-9910  (0561-76-9911) （か薬）第890号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5115号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2909500,074,5 キョーワ薬局　諸輪店〒470-0151 （調基３イ）第76号        平成30年 4月 1日
     や愛知74 愛知郡東郷町諸輪上市１－１ （在調）第1000号          平成29年 6月 1日
     0561-42-8000  (0561-42-8001) （か薬）第431号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5244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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  329

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2910500,076,0 アイリス調剤薬局 〒470-0164 （調基１）第2828号        平成29年 4月 1日
     や愛知76 愛知郡東郷町三ツ池４－２－１７ （地支体）第18号          平成30年 4月 1日
     0561-37-1300  (0561-37-1301) （後発調２）第42号        平成30年 4月 1日
     （在調）第985号           平成29年 5月 1日
     （か薬）第1752号          平成28年11月 1日
     （在薬）第5820号          平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2911500,077,8 あいち薬局 〒470-0162 （調基１）第3059号        平成29年11月 1日
     や愛知77 愛知郡東郷町春木白土１－２３５ （在薬）第6030号          平成29年11月 1日
     ３
     052-680-9911  (052-680-9912)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2912520,066,7 新栄薬局 〒480-0202 （調基１）第1534号        平成28年 4月 1日
     や西春66 西春日井郡豊山町豊場新栄９５－ （後発調２）第300号       平成30年 4月 1日
     １
     0568-28-3368  (0568-28-3368)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2913520,112,9 あい薬局　豊山店 〒480-0202 （調基１）第395号         平成28年 4月 1日
     や西春112 西春日井郡豊山町豊場高前７１ （後発調３）第315号       平成30年 4月 1日
     0568-68-8027  (0568-68-8027) （在調）第1171号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第2423号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第5164号          平成26年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2914520,113,7 とよやま調剤薬局 〒480-0201 （調基１）第3095号        平成30年 1月 1日
     や西春113 西春日井郡豊山町青山東川４５ （地支体）第747号         平成30年 4月 1日
     0568-39-0113  (0568-39-0115) （後発調１）第483号       平成30年 4月 1日
     （後発調２）第718号       平成30年 5月 1日
     （か薬）第2320号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第6072号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2915530,015,2 高雄薬局 〒480-0102 （調基１）第1535号        平成28年 4月 1日
     や丹羽15 丹羽郡扶桑町高雄下山３７９ （在薬）第1159号          平成 7年 2月 1日
     0587-93-1658  (0587-93-1658)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2916530,026,9 有限会社やまやま薬局〒480-0103 （調基１）第36号          平成28年 4月 1日
     や丹羽26 丹羽郡扶桑町柏森乙西屋敷９３－ （在薬）第1511号          平成12年12月 1日
     ２
     0587-93-2620  (0587-93-2686)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2917530,031,9 あすか薬局柏森調剤 〒480-0103 （調基１）第1542号        平成28年 4月 1日
     や丹羽31 丹羽郡扶桑町柏森長畑４０５ （後発調１）第161号       平成30年 4月 1日
     0587-92-2201  (0587-92-2460) （在薬）第1636号          平成10年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2918530,033,5 なの花調剤薬局 〒480-0102 （調基１）第2943号        平成29年 5月 1日
     や丹羽33 丹羽郡扶桑町高雄定光寺１２８－ （後発調３）第502号       平成30年 4月 1日
     １ （在薬）第1735号          平成10年10月 1日
     0587-92-2320  (0587-92-2615)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  330

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2919530,034,3 青木調剤薬局 〒480-0107 （調基１）第1543号        平成28年 4月 1日
     や丹羽34 丹羽郡扶桑町高木字道下７３９－ （後発調２）第433号       平成30年 4月 1日
     １ （在薬）第4760号          平成24年 4月 1日
     0587-92-9081  (0587-92-9084)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2920530,036,8 コーヨー調剤薬局扶桑〒480-0102 （調基１）第1551号        平成28年 4月 1日
     や丹羽36 店 丹羽郡扶桑町高雄伊勢帰１３３－ （地支体）第233号         平成30年 4月 1日
     １ （後発調２）第737号       平成30年 6月 1日
     0587-91-1313  (0587-91-1312) （在調）第191号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第433号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1990号          平成12年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2921530,039,2 いろは調剤薬局 〒480-0102 （調基１）第2283号        平成28年 4月 1日
     や丹羽39 丹羽郡扶桑町高雄天道４１２ （か薬）第1776号          平成28年12月 1日
     0587-91-0103  (0587-91-0103) （在薬）第2386号          平成14年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2922530,040,0 はぐろ薬局大口店 〒480-0132 （調基１）第1544号        平成28年 4月 1日
     や丹羽40 丹羽郡大口町秋田１－３８０－２ （地支体）第19号          平成30年 4月 1日
     0587-96-2027  (0587-96-2028) （在調）第680号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第76号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第2453号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2923530,041,8 ふそう薬局 〒480-0102 （調基１）第1545号        平成28年 4月 1日
     や丹羽41 丹羽郡扶桑町高雄天道３００ （後発調３）第255号       平成30年 4月 1日
     0587-93-0034  (0587-93-0070) （か薬）第2076号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第4575号          平成23年 3月24日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2924530,043,4 ハロー薬局　扶桑店 〒480-0103 （調基３ロ）第100号       平成30年 4月 1日
     や丹羽43 丹羽郡扶桑町柏森西屋敷１７１－ （後発調２）第719号       平成30年 5月 1日
     １ （か薬）第1969号          平成29年 6月 1日
     0587-93-9227  (0587-93-9224) （在薬）第5584号          平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2925530,046,7 ハート調剤薬局 〒480-0146 （調基１）第2284号        平成28年 4月 1日
     や丹羽46 丹羽郡大口町余野６－１２０ （在薬）第3296号          平成17年 9月 1日
     0587-95-7558  (0587-95-7587)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2926530,048,3 ほほえみ調剤薬局 〒480-0105 （調基１）第1547号        平成28年 4月 1日
     や丹羽48 丹羽郡扶桑町南山名前ノ前１８－ （地支体）第517号         平成30年 4月 1日
     １ （後発調３）第381号       平成30年 4月 1日
     0587-93-1711  (0587-93-1762) （か薬）第434号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3478号          平成18年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2927530,050,9 よの薬局 〒480-0146 （調基１）第2285号        平成28年 4月 1日
     や丹羽50 丹羽郡大口町余野５－２９８ （後発調２）第434号       平成30年 4月 1日
     0587-94-3575  (0587-94-3576) （在調）第1172号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第435号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3823号          平成20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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  331

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2928530,051,7 イオン薬局扶桑店 〒480-0105 （調基３ロ）第246号       平成30年 6月 1日
     や丹羽51 丹羽郡扶桑町南山名高塚５－１ （後発調１）第721号       平成30年 5月 1日
     0587-91-3206  (0587-93-7463) （在薬）第5070号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2929530,052,5 キョーワ薬局　大口店〒480-0146 （調基１）第304号         平成28年 4月 1日
     や丹羽52 丹羽郡大口町余野３－４２５ （調基３イ）第77号        平成30年 4月 1日
     0587-95-9902  (0583-95-9903) （後発調２）第170号       平成30年 4月 1日
     （在調）第986号           平成29年 5月 1日
     （か薬）第893号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4074号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2930530,053,3 マヤ調剤薬局 〒480-0127 （調基２）第72号          平成30年 4月 1日
     や丹羽53 丹羽郡大口町新宮２－３５－２ （後発調１）第262号       平成30年 4月 1日
     0587-94-2333  (0587-94-2330) （在薬）第4129号          平成20年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2931530,055,8 オリーブ調剤薬局 〒480-0145 （調基１）第2286号        平成28年 4月 1日
     や丹羽55 丹羽郡大口町丸２－７３ （後発調３）第316号       平成30年 4月 1日
     0587-81-8173  (0587-81-8174) （在調）第987号           平成29年 5月 1日
     （か薬）第2140号          平成29年 8月 1日
     （在薬）第4695号          平成24年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2932530,056,6 ゆう調剤薬局柏森店 〒480-0103 （調基１）第49号          平成28年 4月 1日
     や丹羽56 丹羽郡扶桑町柏森郷西１９４ （地支体）第95号          平成30年 4月 1日
     0587-96-6212  (0587-96-6213) （後発調３）第121号       平成30年 4月 1日
     （在調）第332号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第894号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4906号          平成25年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2933530,057,4 ひなた薬局 〒480-0142 （調基１）第1548号        平成28年 4月 1日
     や丹羽57 丹羽郡大口町中小口１－１９－１ （後発調３）第394号       平成30年 4月 1日
     0587-81-7607  (0587-81-7608) （か薬）第1578号          平成28年 8月 1日
     （在薬）第5432号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2934530,058,2 スマイル薬局ふそう店〒480-0103 （調基１）第2287号        平成28年 4月 1日
     や丹羽58 丹羽郡扶桑町柏森平塚３３２－１ （地支体）第519号         平成30年 4月 1日
     0587-81-5092  (0587-81-5093) （後発調３）第382号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1173号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第1328号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5509号          平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2935530,060,8 ファーマライズ薬局　〒480-0103 （調基３イ）第185号       平成30年 4月 1日
     や丹羽60 扶桑店 丹羽郡扶桑町柏森寺裏４６ （後発調１）第354号       平成30年 4月 1日
     0587-93-3511  (0587-93-3544) （在調）第866号           平成28年 9月 1日
     （か薬）第1949号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第5755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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  332

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2936530,061,6 ゴリラ薬局 〒480-0139 （調基１）第2722号        平成28年10月 1日
     や丹羽61 丹羽郡大口町奈良子１－２６８－ （後発調３）第317号       平成30年 4月 1日
     １ （在調）第1072号          平成29年11月 1日
     0587-95-5607  (0587-95-5608) （か薬）第2265号          平成29年12月 1日
     （在薬）第5756号          平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2937530,063,2 スマイルさいと薬局 〒480-0104 （調基１）第3009号        平成29年10月 1日
     や丹羽63 丹羽郡扶桑町斎藤榎２３３ （後発調１）第355号       平成30年 4月 1日
     0587-58-6440  (0587-58-6441) （か薬）第2424号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第5989号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2938560,080,9 多田薬局 〒490-1438 （調基１）第1552号        平成28年 4月 1日
     や海部80 海部郡飛島村大宝２－１７５ （後発調３）第383号       平成30年 4月 1日
     0567-52-1175  (0567-52-3690) （か薬）第895号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1272号          平成 8年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2939560,081,7 駅前薬局 〒497-0040 （調基１）第1549号        平成28年 4月 1日
     や海部81 海部郡蟹江町城４－４３９ （か薬）第2026号          平成29年 6月 1日
     0567-95-3409  (0567-96-4102) （在薬）第1293号          平成 9年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2940560,128,6 キョーワ薬局　蟹江店〒497-0032 （調基１）第1554号        平成28年 4月 1日
     や海部128 海部郡蟹江町今本町通２０ （調基３イ）第186号       平成30年 4月 1日
     0567-94-5600  (0567-94-5601) （在調）第226号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第897号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2419号          平成14年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2941560,129,4 あさひ薬局大治店 〒490-1137 （調基１）第1555号        平成28年 4月 1日
     や海部129 海部郡大治町堀之内大堀１７９－
     １
     052-445-4545  (052-445-4545)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2942560,135,1 花の木調剤薬局蟹江店〒497-0050 （調基１）第2288号        平成28年 4月 1日
     や海部135 海部郡蟹江町学戸２－１４ （後発調２）第301号       平成30年 4月 1日
     0567-94-5800  (0567-94-5801) （か薬）第197号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2712号          平成14年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2943560,137,7 ヘルスポイント調剤薬〒490-1142 （調基１）第1550号        平成28年 4月 1日
     や海部137 局大治店 海部郡大治町三本木前深田１１１ （後発調２）第720号       平成30年 5月 1日
     －１ （か薬）第2201号          平成29年10月 1日
     052-449-6322  (052-449-6312) （在薬）第6099号          平成30年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2944560,141,9 ハロー薬局大治店 〒490-1142 （調基１）第2289号        平成28年 4月 1日
     や海部141 海部郡大治町三本木屋形１８６ （調基３ロ）第101号       平成30年 4月 1日
     052-442-5222  (052-442-5559) （在調）第1073号          平成29年11月 1日
     （か薬）第898号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2803号          平成15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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  333

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2945560,161,7 カナリヤ調剤薬局 〒497-0033 （調基２）第50号          平成30年 4月 1日
     や海部161 海部郡蟹江町本町１１－１６９第 （後発調１）第388号       平成30年 4月 1日
     ２６オーシャンプラザ２階Ｅ
     0567-94-5750  (0567-94-5751)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2946560,168,2 スギヤマ薬局大治店 〒490-1141 （調基１）第2290号        平成28年 4月 1日
     や海部168 海部郡大治町馬島山西３９ （在薬）第3747号          平成20年 2月21日
     052-445-1200  (052-445-1241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2947560,170,8 しょうなん調剤薬局大〒490-1142 （調基１）第1556号        平成28年 4月 1日
     や海部170 治店 海部郡大治町三本木西之川１０８ （後発調１）第263号       平成30年 4月 1日
     －１ （在調）第875号           平成28年11月 1日
     052-938-7775  (052-938-7776) （在薬）第4075号          平成20年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2948560,172,4 めいなん調剤薬局 〒497-0034 （調基２）第18号          平成30年 4月 1日
     や海部172 海部郡蟹江町本町１－１３ （後発調２）第43号        平成30年 4月 1日
     0567-96-1404  (0567-55-9490) （か薬）第1283号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3824号          平成20年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2949560,174,0 スギ薬局　蟹江店 〒497-0050 （調基１）第2667号        平成28年 6月16日
     や海部174 海部郡蟹江町学戸１－２０ （地支体）第451号         平成30年 4月 1日
     0567-96-5731  (0567-96-5783) （在調）第816号           平成28年 6月16日
     （か薬）第2344号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第5690号          平成28年 6月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2950560,175,7 スギ薬局　大治店 〒490-1145 （調基１）第2563号        平成28年 4月 1日
     や海部175 海部郡大治町中島深田１ （在調）第397号           平成26年 4月 1日
     052-449-7747  (052-441-5528) （在薬）第4032号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2951560,179,9 蟹江本町調剤薬局 〒497-0034 （調基２）第113号         平成30年 4月 1日
     や海部179 海部郡蟹江町本町５－１００ニュ （後発調３）第384号       平成30年 4月 1日
     ーシティ蟹江六番館１０４
     0567-95-7666  (0567-74-1001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2952560,180,7 さおり調剤薬局大治店〒490-1144 （調基１）第305号         平成28年 4月 1日
     や海部180 海部郡大治町西條狐海道１３０－ （地支体）第673号         平成30年 4月 1日
     ３ （か薬）第899号           平成28年 4月 1日
     052-485-6558  (052-444-8711) （在薬）第4273号          平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2953560,181,5 アテナ薬局 〒497-0058 （調基１）第1557号        平成28年 4月 1日
     や海部181 海部郡蟹江町富吉３－２３３－２ （後発調２）第642号       平成30年 4月 1日
     0567-96-0005  (0567-96-0005) （在薬）第4946号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  334

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2954560,182,3 青空薬局蟹江店 〒497-0040 （調基１）第64号          平成28年 4月 1日
     や海部182 海部郡蟹江町城２－４９０－１ （地支体）第520号         平成30年 4月 1日
     0567-96-8931  (0567-96-8930) （後発調１）第356号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第900号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5240号          平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2955560,183,1 ありす薬局 〒497-0031 （調基２）第59号          平成30年 4月 1日
     や海部183 海部郡蟹江町須成西市之坪１６０
     ８－１
     0567-69-5630  (0567-69-5640)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2956560,184,9 ふわり薬局 〒497-0050 （調基１）第2291号        平成28年 4月 1日
     や海部184 海部郡蟹江町学戸２－１０８ （か薬）第1434号          平成28年 5月19日
     0567-55-9744  (0567-55-9745) （在薬）第5301号          平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2957560,185,6 Ｖ・ｄｒｕｇ　かにえ〒497-0052 （調基３イ）第78号        平成30年 4月 1日
     や海部185 薬局 海部郡蟹江町西之森長瀬下６５－ （後発調２）第171号       平成30年 4月 1日
     １２ （在調）第912号           平成28年11月 1日
     0567-94-7600  (0567-94-7601) （在薬）第5334号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2958560,186,4 あやめ調剤薬局 〒497-0058 （調基１）第2292号        平成28年 4月 1日
     や海部186 海部郡蟹江町富吉４－３９ （地支体）第833号         平成30年 4月 1日
     0567-55-7616  (0567-55-7617) （か薬）第901号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5433号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2959560,187,2 阪神調剤薬局　近鉄カ〒497-0040 （調基３ロ）第218号       平成30年 4月 1日
     や海部187 ニエ店 海部郡蟹江町城３－４８０第Ⅱ井 （後発調１）第722号       平成30年 5月 1日
     上マンション１階 （か薬）第1458号          平成28年 5月20日
     0567-95-7878  (0567-95-7878) （在薬）第5457号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2960560,188,0 レインボー薬局　かに〒497-0032 （調基１）第2293号        平成28年 4月 1日
     や海部188 え店 海部郡蟹江町今下六反田１２ （地支体）第674号         平成30年 4月 1日
     0567-94-1600  (0567-94-1601) （後発調３）第318号       平成30年 4月 1日
     （在調）第572号           平成27年 7月 1日
     （か薬）第436号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5489号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2961560,189,8 クスリのアオキ蟹江中〒497-0050 （調基１）第2659号        平成28年 7月 1日
     や海部189 央薬局 海部郡蟹江町学戸２－１３１ （在薬）第5678号          平成28年 7月 1日
     0567-69-5718  (0567-69-5578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2962560,191,4 ポニー調剤薬局 〒490-1142 （調基１）第2871号        平成29年 4月 1日
     や海部191 海部郡大治町三本木屋形１０６－ （後発調３）第385号       平成30年 4月 1日
     ２ （か薬）第1950号          平成29年 5月 1日
     052-449-2360  (052-449-2361) （在薬）第5757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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  335

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2963560,192,2 みずき調剤薬局 〒497-0050 （調基１）第2975号        平成29年 8月 1日
     や海部192 海部郡蟹江町学戸１－４７ （後発調３）第122号       平成30年 4月 1日
     0567-95-1600  (0567-95-1604) （在薬）第5953号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2964570,074,0 ナツトー薬局 〒470-3235 （調基１）第1559号        平成28年 4月 1日
     や知多74 知多郡美浜町野間須賀１００ （後発調３）第66号        平成30年 4月 1日
     0569-87-2040  (0569-88-6364) （在薬）第500号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2965570,086,4 須田薬局 〒470-3231 （調基１）第2294号        平成28年 4月 1日
     や知多86 知多郡美浜町上野間的場６２－１ （か薬）第2287号          平成30年 1月 1日
     0569-87-1931  (0569-87-1933) （在薬）第503号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2966570,087,2 大学堂薬局河和店 〒470-2411 （調基１）第1560号        平成28年 4月 1日
     や知多87 知多郡美浜町新浦戸２－１０－８ （後発調１）第364号       平成30年 4月 1日
     0569-82-2888  (0569-82-3365) （後発調２）第738号       平成30年 6月 1日
     （か薬）第2389号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第504号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2967570,095,5 くすりのアルファ薬局〒470-2101 （調基１）第1561号        平成28年 4月 1日
     や知多95 知多郡東浦町森岡下今池３５－９ （在薬）第319号           平成 6年11月 1日
     0562-84-1888  (0562-84-3727)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2968570,097,1 有限会社快生薬局 〒470-2408 （調基１）第2295号        平成28年 4月 1日
     や知多97 知多郡美浜町河和南屋敷６７ （後発調３）第503号       平成30年 4月 1日
     0569-82-1487  (0569-82-4710) （か薬）第1329号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第506号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2969570,098,9 イクヂ天心堂薬局 〒470-2105 （調基１）第1562号        平成28年 4月 1日
     や知多98 知多郡東浦町藤江大坪４８－１８ （後発調２）第302号       平成30年 4月 1日
     0562-83-6069  (0562-84-0529) （か薬）第198号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第321号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2970570,103,7 向陽薬局 〒470-2357 （調基１）第1563号        平成28年 4月 1日
     や知多103 知多郡武豊町向陽４－３９－１ （地支体）第96号          平成30年 4月 1日
     0569-74-0077  (0569-73-8477) （か薬）第116号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3649号          平成19年 7月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2971570,104,5 大屋敷薬局 〒470-2543 （調基１）第1564号        平成28年 4月 1日
     や知多104 知多郡武豊町大屋敷７２ （後発調２）第172号       平成30年 4月 1日
     0569-73-8636  (0569-73-3171) （在薬）第1222号          平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2972570,107,8 ヒジリ田薬局 〒470-2331 （調基１）第2297号        平成28年 4月 1日
     や知多107 知多郡武豊町ヒジリ田８５ （地支体）第675号         平成30年 4月 1日
     0569-74-0206  (0569-74-0207) （在調）第192号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第437号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1297号          平成 9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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  336

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2973570,116,9 はあと薬局 〒470-2404 （調基１）第1565号        平成28年 4月 1日
     や知多116 知多郡美浜町河和西谷８２－１ （か薬）第1667号          平成28年11月 1日
     0569-82-4626  (0569-82-4627) （在薬）第1565号          平成10年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2974570,118,5 ひいらぎ薬局阿久比店〒470-2201 （調基１）第155号         平成28年 4月 1日
     や知多118 知多郡阿久比町白沢天神前３０－ （後発調３）第123号       平成30年 4月 1日
     ３ （在薬）第1624号          平成10年 5月 1日
     0569-47-0220  (0569-47-0223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2975570,121,9 藤江調剤薬局 〒470-2105 （調基３イ）第79号        平成30年 4月 1日
     や知多121 知多郡東浦町藤江前田４６ （後発調３）第124号       平成30年 4月 1日
     0562-84-5959  (0562-84-5966) （か薬）第902号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1776号          平成10年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2976570,125,0 エルパセオ調剤薬局 〒470-2213 （調基１）第306号         平成28年 4月 1日
     や知多125 知多郡阿久比町阿久比東向山６－ （調基３イ）第80号        平成30年 4月 1日
     ４５ （か薬）第1350号          平成28年 4月 1日
     0569-49-3018  (0569-49-3034) （在薬）第2980号          平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2977570,127,6 こぐま薬局緒川店 〒470-2102 （調基１）第1566号        平成28年 4月 1日
     や知多127 知多郡東浦町緒川家下１５－２ （後発調２）第173号       平成30年 4月 1日
     0562-84-4788  (0562-84-4788) （在薬）第2094号          平成12年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2978570,128,4 東浦中央調剤薬局 〒470-2102 （調基１）第1567号        平成28年 4月 1日
     や知多128 知多郡東浦町緒川平成１－３ （在薬）第2074号          平成12年 7月 1日
     0562-82-1015  (0562-82-1016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2979570,130,0 ポポス薬局 〒470-2201 （調基１）第1568号        平成28年 4月 1日
     や知多130 知多郡阿久比町白沢天神裏１０－ （地支体）第676号         平成30年 4月 1日
     ６ （後発調３）第319号       平成30年 4月 1日
     0569-49-0300  (0569-49-0303) （か薬）第903号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2121号          平成12年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2980570,131,8 つばさ薬局 〒470-2380 （調基１）第2298号        平成28年 4月 1日
     や知多131 知多郡武豊町平井６－１１８ （後発調２）第44号        平成30年 4月 1日
     0569-74-0600  (0569-74-0601) （か薬）第1501号          平成28年 7月 1日
     （在薬）第3479号          平成18年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2981570,134,2 スズキ薬局 〒470-2202 （調基１）第1569号        平成28年 4月 1日
     や知多134 知多郡阿久比町福住高根台１１－ （後発調２）第174号       平成30年 4月 1日
     ８ （在薬）第2296号          平成13年 6月 1日
     0569-49-3577  (0569-47-1066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  337

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2982570,138,3 健愛薬局 〒470-3411 （調基１）第1570号        平成28年 4月 1日
     や知多138 知多郡南知多町豊丘中田２３－２ （地支体）第521号         平成30年 4月 1日
     0569-64-3071  (0569-64-3073) （後発調２）第435号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第438号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2378号          平成13年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2983570,139,1 リーフ調剤薬局 〒470-2206 （調基１）第2299号        平成28年 4月 1日
     や知多139 知多郡阿久比町横松宮前６６ （後発調３）第504号       平成30年 4月 1日
     0569-49-3335  (0569-49-3336) （在調）第876号           平成28年11月 1日
     （在薬）第2408号          平成14年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2984570,140,9 なしの木薬局 〒470-2309 （調基１）第307号         平成28年 4月 1日
     や知多140 知多郡武豊町梨子ノ木３－１－２ （後発調２）第175号       平成30年 4月 1日
     0569-74-0666  (0569-74-0667) （在薬）第2579号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2985570,141,7 福山薬局 〒470-2203 （調基１）第1571号        平成28年 4月 1日
     や知多141 知多郡阿久比町板山川向１２４－ （在薬）第2457号          平成14年 4月 1日
     ３
     0569-47-0311  (0569-47-0312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2986570,143,3 あさひ薬局阿久比店 〒470-2214 （調基１）第1572号        平成28年 4月 1日
     や知多143 知多郡阿久比町椋岡唐松６２ （在薬）第2672号          平成14年10月 1日
     0569-48-4456  (0569-48-4456)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2987570,146,6 石浜調剤薬局 〒470-2103 （調基２）第111号         平成30年 4月 1日
     や知多146 知多郡東浦町石浜西平地１８－５ （後発調３）第505号       平成30年 4月 1日
     0562-82-0596  (0562-82-0597) （在調）第193号           平成24年 4月 1日
     （在薬）第2836号          平成15年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2988570,147,4 中央調剤薬局阿久比店〒470-2205 （調基１）第1573号        平成28年 4月 1日
     や知多147 知多郡阿久比町萩新川３７－３ （調基２）第112号         平成30年 4月 1日
     0569-49-3733  (0569-49-3732) （在調）第740号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第1284号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2861号          平成15年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2989570,148,2 かしの木薬局 〒470-2104 （調基１）第2300号        平成28年 4月 1日
     や知多148 知多郡東浦町生路門田１０１ （地支体）第677号         平成30年 4月 1日
     0562-82-3900  (0562-82-3901) （後発調１）第571号       平成30年 4月 1日
     （在調）第194号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第1951号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第2945号          平成16年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2990570,151,6 もりおか調剤薬局 〒470-2101 （調基１）第2301号        平成28年 4月 1日
     や知多151 知多郡東浦町森岡前田１５－１１ （在薬）第3025号          平成16年 5月 1日
     0562-84-0808  (0562-84-6306)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  338

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 2991570,153,2 緑丘調剤薬局 〒470-2389 （調基１）第2302号        平成28年 4月 1日
     や知多153 知多郡武豊町長宗２－３７ （地支体）第678号         平成30年 4月 1日
     0569-74-2285  (0569-74-2286) （在調）第195号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第439号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3040号          平成16年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2992570,157,3 あすなろ調剤薬局 〒470-3412 （調基２）第52号          平成30年 4月 1日
     や知多157 知多郡南知多町豊浜中町１４－５ （在薬）第3298号          平成17年 9月 1日
     0569-64-3300  (0569-64-3301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2993570,158,1 石浜駅前薬局 〒470-2103 （調基１）第1576号        平成28年 4月 1日
     や知多158 知多郡東浦町石浜なかね１２－６ （在薬）第3544号          平成18年12月 1日
     0562-82-2530  (0562-82-2531)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2994570,159,9 オーロラ調剤薬局 〒470-2215 （調基１）第54号          平成28年 4月 1日
     や知多159 知多郡阿久比町矢高高岡北８８－ （後発調３）第125号       平成30年 4月 1日
     ５ （在薬）第3648号          平成19年 8月 1日
     0569-48-4840  (0569-48-4889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2995570,160,7 イオン薬局東浦店 〒470-2102 （調基３ロ）第146号       平成30年 4月 1日
     や知多160 知多郡東浦町緒川旭１３－２ （在薬）第5071号          平成25年 9月 1日
     0562-85-0509  (0562-85-0509)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2996570,161,5 ポプラ調剤薬局 〒470-2204 （調基１）第1657号        平成28年 4月 1日
     や知多161 知多郡阿久比町宮津宮天神１４－ （地支体）第679号         平成30年 4月 1日
     １ （後発調１）第572号       平成30年 4月 1日
     0569-48-5855  (0569-48-5865) （在調）第639号           平成28年 2月 1日
     （か薬）第906号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3870号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2997570,162,3 スギ薬局　武豊店 〒470-2326 （調基１）第2557号        平成28年 4月 1日
     や知多162 知多郡武豊町平井畑２－１ （地支体）第452号         平成30年 4月 1日
     0569-72-6400  (0569-72-6345) （後発調２）第519号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1181号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第2288号          平成29年12月 1日
     （在薬）第4034号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2998570,163,1 スギ薬局　東浦店 〒470-2102 （調基１）第2558号        平成28年 4月 1日
     や知多163 知多郡東浦町緒川家下２２－１ （後発調１）第658号       平成30年 4月 1日
     0562-84-5031  (0562-84-5036) （薬菌）第37号            平成20年 9月 1日
     （在薬）第4035号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2999570,164,9 スギ薬局　内海店 〒470-3321 （調基１）第2559号        平成28年 4月 1日
     や知多164 知多郡南知多町内海西浜田９－１ （後発調１）第659号       平成30年 4月 1日
     0569-62-3700  (0569-62-3711) （在薬）第5145号          平成25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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  339

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3000570,165,6 スギ薬局　武豊南店 〒470-2521 （調基１）第2560号        平成28年 4月 1日
     や知多165 知多郡武豊町東大高浦之島４２ （在薬）第4037号          平成20年 9月 1日
     0569-73-6711  (0569-73-6591)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3001570,166,4 スギ薬局　阿久比店 〒470-2201 （調基１）第2561号        平成28年 4月 1日
     や知多166 知多郡阿久比町白沢天神裏５－１ （後発調２）第520号       平成30年 4月 1日
     0569-47-0360  (0569-47-0361) （在調）第357号           平成26年 4月 1日
     （在薬）第4038号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3002570,167,2 スギ薬局　河和店 〒470-2403 （調基１）第2562号        平成28年 4月 1日
     や知多167 知多郡美浜町北方東側１５－１ （後発調２）第521号       平成30年 4月 1日
     0569-83-1781  (0569-82-6163) （在薬）第4039号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3003570,168,0 しょうなん調剤薬局　〒470-2205 （調基１）第1658号        平成28年 4月 1日
     や知多168 阿久比店 知多郡阿久比町萩池下３７－１ （か薬）第907号           平成28年 4月 1日
     0569-48-8955  (0569-48-8956) （在薬）第4332号          平成22年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3004570,169,8 あおば薬局 〒470-2103 （調基１）第1577号        平成28年 4月 1日
     や知多169 知多郡東浦町石浜中央１－４ （後発調２）第45号        平成30年 4月 1日
     0562-82-5600  (0562-82-5601) （在薬）第4434号          平成22年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3005570,172,2 ねむのき薬局 〒470-2202 （調基１）第2303号        平成28年 4月 1日
     や知多172 知多郡阿久比町福住六反田１－６ （後発調１）第573号       平成30年 4月 1日
     ８ （在薬）第4657号          平成23年10月 1日
     0569-77-2852  (0569-77-2715)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3006570,173,0 このみ薬局 〒470-2105 （調基１）第1578号        平成28年 4月 1日
     や知多173 知多郡東浦町藤江下廻間２５ （地支体）第841号         平成30年 4月 1日
     0562-85-1313  (0562-85-1388) （在調）第196号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第1379号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4658号          平成23年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3007570,174,8 アグリス薬局　日間賀〒470-3504 （調基１）第1579号        平成28年 4月 1日
     や知多174 島店 知多郡南知多町日間賀島東側１０ （在薬）第4668号          平成23年10月 1日
     ０
     0569-68-9200  (0569-68-9201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3008570,175,5 ヱノモト薬局 〒470-3321 （調基１）第1580号        平成28年 4月 1日
     や知多175 知多郡南知多町内海五反田３０－ （後発調２）第94号        平成30年 4月 1日
     ７ （か薬）第1502号          平成28年 7月 1日
     0569-62-0034  (0569-62-1898) （在薬）第4710号          平成24年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3009570,177,1 河和台調剤薬局 〒470-2405 （調基１）第308号         平成28年 4月 1日
     や知多177 知多郡美浜町河和台１－２ （後発調３）第256号       平成30年 4月 1日
     0569-47-7292  (0569-82-7220) （在薬）第5086号          平成25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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  340

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3010570,178,9 サンタ　ファーマシー〒470-2202 （調基１）第2304号        平成28年 4月 1日
     や知多178 知多郡阿久比町福住坊田３３－１ （後発調３）第506号       平成30年 4月 1日
     0569-47-7480  (0569-47-7481) （か薬）第2029号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第5635号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3011570,179,7 みのり調剤薬局 〒470-2333 （調基１）第2305号        平成28年 4月 1日
     や知多179 知多郡武豊町高野前７９－１ （在薬）第5213号          平成26年 4月 1日
     0569-89-6111  (0569-89-6900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3012570,180,5 ライフケア薬局 〒470-2309 （調基１）第1581号        平成28年 4月 1日
     や知多180 知多郡武豊町梨子ノ木５３６－２ （地支体）第522号         平成30年 4月 1日
     0569-47-8156  (0569-47-8157) （後発調３）第386号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第117号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5357号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3013570,181,3 在宅支援薬局　助太刀〒470-2211 （調基１）第2668号        平成28年 8月 1日
     や知多181 知多郡阿久比町草木栄２ （地支体）第234号         平成30年 4月 1日
     0569-49-0051  (0569-49-0052) （後発調３）第257号       平成30年 4月 1日
     （在調）第854号           平成28年 9月 1日
     （か薬）第1855号          平成29年 2月 1日
     （在薬）第5691号          平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3014570,182,1 うの花薬局 〒470-2102 （調基１）第2690号        平成28年 9月 1日
     や知多182 知多郡東浦町緒川旭１０－４ （後発調１）第445号       平成30年 4月 1日
     0562-82-5515  (0562-82-5516) （か薬）第1952号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第5758号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3015570,183,9 オリーブファーマシー〒470-2388 （調基１）第2873号        平成29年 4月 1日
     や知多183 知多郡武豊町中山２－１２－１１ （後発調３）第515号       平成30年 4月 1日
     0569-47-5888  (0569-47-5889) （在薬）第5894号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3016570,184,7 ひまわり薬局 〒470-2201 （調基１）第2874号        平成29年 4月 1日
     や知多184 知多郡阿久比町白沢二反ノ田５８ （後発調３）第204号       平成30年 4月 1日
     －１ （在薬）第5895号          平成29年 4月 1日
     0569-84-0805  (0569-84-0810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3017570,185,4 ウエルシア薬局東浦生〒470-2104 （調基１）第3096号        平成30年 2月 1日
     や知多185 路店 知多郡東浦町生路池下１１９ （後発調２）第739号       平成30年 6月 1日
     0562-82-5700  (0562-82-5701) （在薬）第6073号          平成30年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3018570,186,2 たてわき調剤薬局 〒470-2102 （調基１）第3097号        平成30年 2月 1日
     や知多186 知多郡東浦町緒川大門一区１－１ （在薬）第6074号          平成30年 2月 1日
     0562-84-5539  (0562-84-5549)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3019600,005,8 大山薬局 〒444-0113 （調基１）第1582号        平成28年 4月 1日
     や額田5 額田郡幸田町菱池錦田８０－１ （後発調３）第126号       平成30年 4月 1日
     0564-62-0024  (0564-62-0024) （在薬）第509号           平成 6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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  341

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3020600,011,6 アポロ薬局　幸田店 〒444-0103 （調基１）第1583号        平成28年 4月 1日
     や額田11 額田郡幸田町大草広野６４－１ （在薬）第5358号          平成26年10月 6日
     0564-62-8328  (0564-62-8323)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3021600,016,5 けやき調剤薬局 〒444-0113 （調基１）第102号         平成28年 4月 1日
     や額田16 額田郡幸田町菱池源田４７－１ （地支体）第523号         平成30年 4月 1日
     0564-63-6378  (0564-63-6538) （後発調３）第387号       平成30年 4月 1日
     （在調）第309号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第440号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3223号          平成17年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3022600,017,3 ナンブ薬局幸田店 〒444-0104 （調基１）第1584号        平成28年 4月 1日
     や額田17 額田郡幸田町坂崎上田３１－２ （地支体）第748号         平成30年 4月 1日
     0564-56-3277  (0564-56-3278) （後発調３）第507号       平成30年 4月 1日
     （在調）第741号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第908号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2922号          平成15年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3023600,018,1 鈴木快生堂薬局 〒444-0116 （調基１）第2581号        平成28年 4月 1日
     や額田18 額田郡幸田町芦谷幸田１１７－１ （後発調３）第205号       平成30年 4月 1日
     0564-62-0136  (0564-62-9797) （在薬）第4573号          平成23年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3024600,019,9 スギ薬局　幸田店 〒444-0103 （調基１）第2564号        平成28年 4月 1日
     や額田19 額田郡幸田町大草山添１３０ （地支体）第453号         平成30年 4月 1日
     0564-63-3291  (0564-63-3293) （後発調２）第522号       平成30年 4月 1日
     （在調）第742号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第1297号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4043号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3025600,020,7 ポプラ薬局 〒444-0111 （調基１）第1585号        平成28年 4月 1日
     や額田20 額田郡幸田町高力広面３－２ （地支体）第680号         平成30年 4月 1日
     0564-63-6090  (0564-63-6091) （後発調１）第574号       平成30年 4月 1日
     （在調）第681号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第909号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4144号          平成21年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3026600,021,5 キョーワ薬局　あいみ〒444-0117 （調基３イ）第81号        平成30年 4月 1日
     や額田21 店 額田郡幸田町相見越丸７ （後発調２）第95号        平成30年 4月 1日
     0564-83-5631  (0564-83-5632) （後発調３）第569号       平成30年 6月 1日
     （在調）第947号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第4731号          平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3027600,022,3 スギ薬局　ドミー幸田〒444-0113 （調基１）第2565号        平成28年 4月 1日
     や額田22 店 額田郡幸田町菱池御林１３０ドミ （後発調１）第660号       平成30年 4月 1日
     ー幸田店内 （在薬）第4803号          平成24年 8月 1日
     0564-56-6231  (0564-62-7785)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  342

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3028600,023,1 パナプラス薬局　三ヶ〒444-0124 （調基１）第1586号        平成28年 4月 1日
     や額田23 根店 額田郡幸田町深溝山ノ入１６－１ （地支体）第681号         平成30年 4月 1日
     0564-63-0063  (0564-63-0064) （後発調２）第643号       平成30年 4月 1日
     （後発調３）第570号       平成30年 6月 1日
     （薬菌）第236号           平成28年 3月 1日
     （在調）第299号           平成26年 2月 1日
     （か薬）第1953号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第4947号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3029600,025,6 スギ薬局　幸田相見店〒444-0117 （調基１）第2976号        平成29年 8月 1日
     や額田25 額田郡幸田町相見越丸４９ （後発調２）第721号       平成30年 5月 1日
     0564-64-0215  (0564-64-0216) （在薬）第5954号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3030610,020,5 おざわ薬局 〒470-0225 （調基１）第1587号        平成28年 4月 1日
     やみよし20 みよし市福田町屋敷浦５８ （か薬）第910号           平成28年 4月 1日
     0561-32-0069  (0561-33-1454)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3031610,021,3 三聖堂薬局三好ケ丘店〒470-0202 （調基３ロ）第219号       平成30年 4月 1日
     やみよし21 みよし市三好丘３－８－３ （後発調１）第575号       平成30年 4月 1日
     0561-33-0093  (0561-36-8060) （か薬）第1579号          平成28年 8月 1日
     （在薬）第1874号          平成11年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3032610,025,4 青木薬局アイモール店〒470-0224 （調基１）第309号         平成28年 4月 1日
     やみよし25 みよし市三好町青木８８アイモー （在薬）第2162号          平成12年11月 1日
     ル１階
     0561-33-3166  (0561-34-7066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3033610,027,0 太陽堂薬局 〒470-0202 （調基１）第2306号        平成28年 4月 1日
     やみよし27 みよし市三好丘２－４－１ （後発調１）第264号       平成30年 4月 1日
     0561-33-0517  (0561-33-0513) （後発調２）第722号       平成30年 5月 1日
     （か薬）第2030号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第2172号          平成12年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3034610,032,0 薬局森のくすりやさん〒470-0224 （調基１）第2307号        平成28年 4月 1日
     やみよし32 みよし市三好町中島１１２－１ （後発調２）第644号       平成30年 4月 1日
     0561-33-5300  (0561-33-5301) （か薬）第912号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2873号          平成15年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3035610,037,9 エムハート薬局　みよ〒470-0224 （調基１）第1588号        平成28年 4月 1日
     やみよし37 し店 みよし市三好町小坂７５ （地支体）第340号         平成30年 4月 1日
     0561-33-1656  (0561-32-2144) （後発調２）第365号       平成30年 4月 1日
     （在調）第221号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第2031号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第3690号          平成19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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  343

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3036610,038,7 げんき堂薬局三好ヶ丘〒470-0207 （調基１）第1589号        平成28年 4月 1日
     やみよし38 店 みよし市福谷町壱丁田１－５ （後発調２）第303号       平成30年 4月 1日
     0561-33-0081  (0561-33-0025) （在薬）第3776号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3037610,039,5 イオン薬局三好店 〒470-0224 （調基１）第2308号        平成28年 4月 1日
     やみよし39 みよし市三好町青木９１ （後発調１）第392号       平成30年 4月 1日
     0561-34-7295  (0561-33-3066) （在薬）第5072号          平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3038610,040,3 スギ薬局　三好ヶ丘店〒470-0202 （調基１）第2567号        平成28年 4月 1日
     やみよし40 みよし市三好丘５－１－５ （地支体）第454号         平成30年 4月 1日
     05613-3-0670  (0561-33-0671) （後発調１）第662号       平成30年 4月 1日
     （在調）第213号           平成24年 4月 1日
     （在調）第424号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第986号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4044号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3039610,042,9 エムハート薬局　その〒470-0227 （調基１）第2309号        平成28年 4月 1日
     やみよし42 はら店 みよし市園原４－１－３ （調基３ロ）第102号       平成30年 4月 1日
     0561-33-2365  (0561-33-2366) （後発調２）第304号       平成30年 4月 1日
     （在調）第30号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第118号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4235号          平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3040610,043,7 えびす薬局 〒470-0202 （調基１）第311号         平成28年 4月 1日
     やみよし43 みよし市三好丘７－５－７ （後発調３）第388号       平成30年 4月 1日
     0561-36-3033  (0561-41-8856) （在薬）第4515号          平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3041610,044,5 こぐま薬局みよし店 〒470-0224 （調基１）第1590号        平成28年 4月 1日
     やみよし44 みよし市三好町木之本４９－２創 （在薬）第4586号          平成23年 5月 1日
     健ビル３階
     0561-76-3320  (0561-76-3320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3042610,045,2 あかり薬局 〒470-0224 （調基１）第89号          平成28年 4月 1日
     やみよし45 みよし市三好町中島６７－５ （後発調３）第258号       平成30年 4月 1日
     0561-34-2555  (0561-34-2556) （在薬）第4615号          平成23年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3043610,046,0 大坪薬局 〒470-0224 （調基３イ）第187号       平成30年 4月 1日
     やみよし46 みよし市三好町大坪２２ （後発調３）第206号       平成30年 4月 1日
     0561-33-1827  (0561-33-1827) （在薬）第5818号          平成28年11月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3044610,048,6 うちこし薬局 〒470-0213 （調基１）第1591号        平成28年 4月 1日
     やみよし48 みよし市打越町島ノ山９２－２ （後発調３）第556号       平成30年 5月 1日
     0561-34-5666  (0561-34-5660) （在薬）第4846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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  344

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3045610,049,4 さん調剤薬局 〒470-0224 （調基１）第1592号        平成28年 4月 1日
     やみよし49 みよし市三好町井ノ花６５－１ （後発調３）第259号       平成30年 4月 1日
     0561-32-8187  (0561-32-8188) （か薬）第77号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第4856号          平成24年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3046610,052,8 弥栄調剤薬局 〒470-0224 （調基１）第1593号        平成28年 4月 1日
     やみよし52 みよし市三好町弥栄１１－４ （調基３イ）第188号       平成30年 4月 1日
     0561-33-5602  (0561-33-5602) （後発調３）第557号       平成30年 5月 1日
     （か薬）第2223号          平成29年11月 1日
     （在薬）第5394号          平成26年12月28日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3047610,053,6 Ｖ・ｄｒｕｇ　三好中〒470-0224 （調基３イ）第82号        平成30年 4月 1日
     やみよし53 央薬局 みよし市三好町上ヶ池１４－７ （後発調２）第176号       平成30年 4月 1日
     0561-33-5600  (0561-33-5601) （か薬）第913号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5408号          平成27年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3048610,054,4 ファーマライズ薬局　〒470-0224 （調基３イ）第189号       平成30年 4月 1日
     やみよし54 みよし店 みよし市三好町中島２９－１ （後発調３）第389号       平成30年 4月 1日
     0561-33-2771  (0561-33-2772) （在調）第867号           平成28年 9月 1日
     （か薬）第1646号          平成28年 9月 1日
     （在薬）第5759号          平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3049610,055,1 まんてん調剤薬局 〒470-0224 （調基１）第3098号        平成30年 1月 1日
     やみよし55 みよし市三好町中島５５－７ （在薬）第6075号          平成30年 1月 1日
     0561-33-3855  (0561-33-3856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3050630,013,6 有限会社東栄薬局 〒449-0206 （調基１）第1594号        平成28年 4月 1日
     や北設13 北設楽郡東栄町下田市場５４－４ （後発調２）第306号       平成30年 4月 1日
     0536-76-1550  (0536-76-1663) （か薬）第2087号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第2703号          平成14年11月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3051630,015,1 シーズ調剤薬局東栄店〒449-0216 （調基特１）第38号        平成30年 4月 1日
     や北設15 北設楽郡東栄町三輪上栗２－４ （後発調３）第320号       平成30年 4月 1日
     0536-79-3381  (0536-77-0130) （か薬）第2294号          平成29年12月 1日
     （在薬）第5007号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3052710,005,5 ハーブ薬局田原店 〒441-3415 （調基１）第1595号        平成28年 4月 1日
     や田原5 田原市神戸町大坪４１－３ （後発調３）第127号       平成30年 4月 1日
     0531-22-7740  (0531-22-7741) （か薬）第2036号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第1357号          平成 9年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3053710,006,3 たんぽぽ薬局 〒441-3412 （調基１）第1596号        平成28年 4月 1日
     や田原6 田原市谷熊町松ノ本３８－２ （後発調２）第307号       平成30年 4月 1日
     0531-22-6122  (0531-22-7965) （か薬）第2321号          平成30年 2月 1日
     （在薬）第1423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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  345

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3054710,008,9 元気薬局田原店 〒441-3421 （調基１）第2310号        平成28年 4月 1日
     や田原8 田原市田原町晩田３３－８ （地支体）第289号         平成30年 4月 1日
     0531-23-4036  (0531-23-4037) （後発調２）第366号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1125号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第1583号          平成10年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3055710,010,5 田原薬局有限会社 〒441-3421 （調基１）第1597号        平成28年 4月 1日
     や田原10 田原市田原町殿町５４ （後発調３）第435号       平成30年 4月 1日
     0531-23-0003  (0531-23-0003) （在薬）第1918号          平成11年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3056710,011,3 すこやか調剤薬局 〒441-3416 （調基１）第2311号        平成28年 4月 1日
     や田原11 田原市東赤石４－８ （地支体）第682号         平成30年 4月 1日
     0531-24-4343  (0531-24-4388) （後発調２）第645号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1126号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2586号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3057710,012,1 ハート薬局田原駅前店〒441-3421 （調基１）第1598号        平成28年 4月 1日
     や田原12 田原市田原町東大浜１２８－４ （後発調１）第90号        平成30年 4月 1日
     0531-24-0232  (0531-24-0233) （在薬）第2673号          平成14年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3058710,013,9 ハート薬局赤石店 〒441-3422 （調基１）第1599号        平成28年 4月 1日
     や田原13 田原市赤石２－１８－２ （在薬）第2909号          平成15年11月 1日
     0531-24-4885  (0531-24-0233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3059710,015,4 くるみ調剤薬局たはら〒441-3421 （調基２）第1号           平成30年 4月 1日
     や田原15 店 田原市田原町清谷４４－１ （後発調３）第128号       平成30年 4月 1日
     0531-22-3113  (0531-22-3956) （か薬）第1127号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第2862号          平成15年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3060710,019,6 昭和堂薬局 〒441-3614 （調基１）第1600号        平成28年 4月 1日
     や田原19 田原市保美町段土９５－１ （後発調２）第46号        平成30年 4月 1日
     0531-33-1199  (0531-33-1315) （在薬）第3159号          平成17年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3061710,020,4 つばさ薬局 〒441-3614 （調基１）第2312号        平成28年 4月 1日
     や田原20 田原市保美町土尻９０－４ （地支体）第683号         平成30年 4月 1日
     0531-37-1866  (0531-37-1856) （後発調３）第321号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第914号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1192号          平成 7年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3062710,021,2 元気薬局 〒441-3615 （調基１）第312号         平成28年 4月 1日
     や田原21 田原市中山町儀呂２５３－２ （地支体）第749号         平成30年 4月 1日
     0531-37-1760  (0531-37-1761) （か薬）第1954号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第2695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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  346

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3063710,023,8 春日薬局 〒441-3627 （調基１）第2313号        平成28年 4月 1日
     や田原23 田原市堀切町河木原１６－３ （地支体）第684号         平成30年 4月 1日
     0531-34-2055  (0531-34-2056) （後発調１）第671号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1128号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第1539号          平成10年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3064710,025,3 トーカイ薬局古田店 〒441-3613 （調基３イ）第190号       平成30年 4月 1日
     や田原25 田原市古田町郷中１６０－２ （後発調１）第357号       平成30年 4月 1日
     0531-33-1533  (0531-33-1536) （在調）第31号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第1133号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第3431号          平成18年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3065710,030,3 日本調剤渥美薬局 〒441-3416 （調基３ロ）第220号       平成30年 4月 1日
     や田原30 田原市東赤石５－７９－２ （後発調３）第322号       平成30年 4月 1日
     0531-23-7551  (0531-23-7552) （在調）第613号           平成27年12月 1日
     （か薬）第1647号          平成28年 9月 1日
     （在薬）第3572号          平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3066710,031,1 スギ薬局　田原店 〒441-3415 （調基１）第2568号        平成28年 4月 1日
     や田原31 田原市神戸町大坪１８１ （後発調１）第663号       平成30年 4月 1日
     0531-24-0861  (0531-22-6870) （在薬）第4047号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3067710,032,9 ココカラファイン薬局〒441-3417 （調基３ロ）第221号       平成30年 4月 1日
     や田原32 　豊島店 田原市豊島町前田１３５－１ （後発調２）第646号       平成30年 4月 1日
     0531-24-1636  (0531-24-1638) （か薬）第2063号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第5008号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3068710,033,7 ココカラファイン薬局〒441-3416 （調基３ロ）第222号       平成30年 4月 1日
     や田原33 田原赤石店 田原市東赤石５－１００ （後発調２）第647号       平成30年 4月 1日
     0531-24-4925  (0531-24-4926) （か薬）第1592号          平成28年 8月 1日
     （在薬）第5009号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3069710,034,5 ココカラファイン薬局〒441-3613 （調基１）第2314号        平成28年 4月 1日
     や田原34 　渥美店 田原市古田町エゲノ前１４４－１ （後発調２）第648号       平成30年 4月 1日
     0531-34-6336  (0531-34-6337) （か薬）第1778号          平成28年12月 1日
     （在薬）第5010号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3070710,035,2 ココカラファイン薬局〒441-3416 （調基１）第2315号        平成28年 4月 1日
     や田原35 渥美病院前店 田原市東赤石４－７３ （後発調２）第649号       平成30年 4月 1日
     0531-22-7820  (0531-24-1441) （後発調３）第558号       平成30年 5月 1日
     （か薬）第2425号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第5011号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3071710,036,0 スギ薬局　田原西店 〒441-3421 （調基１）第2988号        平成29年 9月 1日
     や田原36 田原市田原町上八軒家２６－１ （後発調３）第508号       平成30年 4月 1日
     0531-27-7172  (0531-27-7173) （在薬）第5965号          平成29年 9月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  347

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3072720,001,2 アサヒ薬局 〒496-0921 （調基１）第2316号        平成28年 4月 1日
     や愛西1 愛西市大井町宮新田３２－２２ （地支体）第793号         平成30年 4月 1日
     0567-32-0933  (0567-32-0933) （後発調２）第650号       平成30年 4月 1日
     （在調）第743号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第442号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第609号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3073720,005,3 アイケイ調剤薬局 〒496-0921 （調基１）第1601号        平成28年 4月 1日
     や愛西5 愛西市大井町七川北５９－２ （地支体）第235号         平成30年 4月 1日
     0567-32-1879  (0567-32-2639) （後発調３）第260号       平成30年 4月 1日
     （在調）第797号           平成28年 6月 1日
     （か薬）第1955号          平成29年 5月 1日
     （在薬）第1861号          平成11年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3074720,006,1 はな調剤薬局さや店 〒496-0903 （調基１）第2317号        平成28年 4月 1日
     や愛西6 愛西市内佐屋町西新田８４－３ （後発調１）第265号       平成30年 4月 1日
     0567-22-6780  (0567-22-6781) （在薬）第2360号          平成13年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3075720,010,3 さおり調剤薬局 〒496-8009 （調基１）第313号         平成28年 4月 1日
     や愛西10 愛西市小津町観音堂４－２ （地支体）第685号         平成30年 4月 1日
     0567-25-6101  (0567-25-6231) （後発調２）第651号       平成30年 4月 1日
     （後発調３）第559号       平成30年 5月 1日
     （在調）第197号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第443号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1886号          平成11年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3076720,013,7 はな調剤薬局さおり店〒496-8003 （調基１）第2318号        平成28年 4月 1日
     や愛西13 愛西市千引町郷前２８ （在薬）第2361号          平成13年11月 1日
     0567-23-7258  (0567-23-7258)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3077720,016,0 竹田薬局立田店 〒496-0933 （調基１）第129号         平成28年 4月 1日
     や愛西16 愛西市戸倉町中屋敷１２－２ （在薬）第1860号          平成11年 5月 1日
     0567-27-4481  (0567-27-4482)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3078720,017,8 浅井薬局勝幡店 〒496-8001 （調基１）第1602号        平成28年 4月 1日
     や愛西17 愛西市勝幡町駅東６０ （地支体）第524号         平成30年 4月 1日
     0567-26-3815  (0567-26-3823) （後発調２）第436号       平成30年 4月 1日
     （在調）第447号           平成26年 7月 1日
     （か薬）第445号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3224号          平成17年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3079720,020,2 くるみ調剤薬局さや店〒496-0902 （調基１）第3148号        平成30年 4月 1日
     や愛西20 愛西市須依町大正３３－７ （後発調２）第47号        平成30年 4月 1日
     0567-31-8010  (0567-31-8050) （在薬）第3777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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  348

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3080720,021,0 スギ薬局　佐屋店 〒496-0906 （調基１）第2569号        平成28年 4月 1日
     や愛西21 愛西市日置町山の池６９ （地支体）第455号         平成30年 4月 1日
     0567-28-9666  (0567-28-9665) （在調）第526号           平成27年 4月 1日
     （か薬）第987号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4048号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3081720,022,8 キョーワ薬局　愛西店〒496-0901 （調基３イ）第191号       平成30年 4月 1日
     や愛西22 愛西市佐屋町新田７６－６ （後発調１）第266号       平成30年 4月 1日
     0567-22-3555  (0567-22-3556) （在調）第647号           平成28年 2月 1日
     （か薬）第916号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4154号          平成21年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3082720,023,6 まちかた調剤薬局 〒496-8014 （調基３ロ）第223号       平成30年 4月 1日
     や愛西23 愛西市町方町三角１１０－２ （後発調３）第323号       平成30年 4月 1日
     0567-28-8893  (0567-28-8898) （在薬）第4236号          平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3083720,024,4 前田薬局 〒496-8014 （調基１）第2629号        平成28年 5月 1日
     や愛西24 愛西市町方町二ツ橋１０８－２ （後発調２）第652号       平成30年 4月 1日
     0567-57-7413  (0567-55-7412) （か薬）第1420号          平成28年 5月 1日
     （在薬）第4331号          平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3084720,025,1 あいさい調剤薬局 〒496-0911 （調基１）第1603号        平成28年 4月 1日
     や愛西25 愛西市西保町堤外新田３５２２－ （後発調３）第324号       平成30年 4月 1日
     １ （か薬）第2064号          平成29年 7月 1日
     0567-28-6788  (0567-28-8677) （在薬）第4500号          平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3085720,026,9 いるか薬局 〒496-8015 （調基１）第2319号        平成28年 4月 1日
     や愛西26 愛西市草平町草場１１５－１ （後発調１）第91号        平成30年 4月 1日
     0567-22-0015  (0567-22-0015) （か薬）第200号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4918号          平成25年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3086720,028,5 すえ調剤薬局 〒496-0902 （調基１）第1604号        平成28年 4月 1日
     や愛西28 愛西市須依町庄屋敷７６－３ （後発調１）第47号        平成30年 4月 1日
     0567-23-1771  (0567-23-1774) （在薬）第5434号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3087720,029,3 ユタカ薬局佐屋 〒496-0905 （調基１）第2320号        平成28年 4月 1日
     や愛西29 愛西市北一色町東田面２０－１ （後発調１）第576号       平成30年 4月 1日
     0567-22-2491  (0567-22-2493) （か薬）第1421号          平成28年 5月 1日
     （在薬）第5490号          平成27年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3088720,030,1 スギ薬局　愛西藤浪店〒496-8013 （調基１）第2570号        平成28年 4月 1日
     や愛西30 愛西市見越町前田１５９－３ （後発調２）第523号       平成30年 4月 1日
     0567-55-7351  (0567-55-7352) （在薬）第5510号          平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3089720,031,9 調剤薬局メディカルサ〒496-0906 （調基１）第2647号        平成28年 6月 1日
     や愛西31 ポートａｉｓａｉ 愛西市日置町下河田１１９－１ （在薬）第5667号          平成28年 6月 1日
     0567-23-2660  (0567-23-2663)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  349

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3090720,032,7 調剤薬局とまと　佐屋〒496-0912 （調基３ロ）第103号       平成30年 4月 1日
     や愛西32 店 愛西市東保町権右４３ （後発調１）第267号       平成30年 4月 1日
     0567-23-2232  (0567-23-2198) （在薬）第6076号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3091720,033,5 中日調剤薬局　勝幡店〒496-8001 （調基２）第83号          平成30年 4月 1日
     や愛西33 愛西市勝幡町駅東１４１－２ （在調）第1097号          平成30年 1月 1日
     0567-22-1234  (0567-22-1221) （か薬）第2322号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第6077号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3092730,002,8 古城調剤薬局 〒452-0001 （調基１）第27号          平成28年 4月 1日
     や清須2 清須市西枇杷島町古城２－４－５ （後発調２）第48号        平成30年 4月 1日
     052-502-3630  (052-505-7424) （在薬）第471号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3093730,004,4 有限会社エーピーエス〒452-0034 （調基１）第2321号        平成28年 4月 1日
     や清須4 アサヒ調剤薬局 清須市西枇杷島町日之出３０－２ （地支体）第686号         平成30年 4月 1日
     052-505-2911  (052-505-2909) （後発調１）第577号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第917号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1342号          平成 9年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3094730,006,9 二ツ杁調剤薬局 〒452-0052 （調基１）第1606号        平成28年 4月 1日
     や清須6 清須市西枇杷島町辰新田４４－３ （後発調２）第97号        平成30年 4月 1日
     052-509-3515  (052-509-3516) （在薬）第1816号          平成11年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3095730,009,3 星の宮薬局 〒452-0933 （調基１）第1607号        平成28年 4月 1日
     や清須9 清須市西田中白山２５ （後発調３）第325号       平成30年 4月 1日
     052-408-3355  (052-408-3355) （か薬）第918号           平成28年 4月12日
     （在薬）第2452号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3096730,012,7 浅野薬局 〒452-0942 （調基１）第1608号        平成28年 4月 1日
     や清須12 清須市清洲弁天４５ （後発調２）第653号       平成30年 4月 1日
     052-400-3219  (052-400-3219) （か薬）第446号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3202号          平成17年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3097730,013,5 ツジ調剤薬局　丸の内〒452-0905 （調基３イ）第248号       平成30年 4月 1日
     や清須13 店 清須市須ケ口上外町２２ （在薬）第5513号          平成27年 8月14日
     0568-68-6978  (0567-68-6981)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3098730,014,3 株式会社ツジ薬局 〒452-0914 （調基１）第2323号        平成28年 4月 1日
     や清須14 清須市土器野２１０－２ （薬菌）第280号           平成30年 3月 1日
     052-400-0867  (052-400-3929) （在調）第752号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第464号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3099730,018,4 びわじま調剤薬局 〒452-0026 （調基１）第1609号        平成28年 4月 1日
     や清須18 清須市西枇杷島町橋詰７９－３ （地支体）第236号         平成30年 4月 1日
     052-505-8101  (052-505-8102) （後発調３）第207号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第919号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3337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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  350

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3100730,019,2 ツジ薬局清須店 〒452-0906 （調基１）第2324号        平成28年 4月 1日
     や清須19 清須市東外町３６、３７ （在薬）第3449号          平成18年 7月 1日
     052-401-8537  (052-409-7456)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3101730,020,0 おひさま薬局 〒452-0941 （調基１）第2603号        平成28年 4月 1日
     や清須20 清須市西市場４－７－５ （地支体）第687号         平成30年 4月 1日
     052-401-7275  (052-401-7273) （後発調３）第326号       平成30年 4月 1日
     （在調）第353号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第2032号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第3663号          平成19年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3102730,021,8 ＣＭＳコジョウ薬局 〒452-0001 （調基３イ）第83号        平成30年 4月 1日
     や清須21 清須市西枇杷島町古城１－２－３ （後発調２）第177号       平成30年 4月 1日
     052-509-5003  (052-509-5006) （在薬）第5802号          平成28年 9月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3103730,023,4 ヤハタ薬局二ツ杁店 〒452-0055 （調基１）第1610号        平成28年 4月 1日
     や清須23 清須市西枇杷島町北二ツ杁６０－ （か薬）第921号           平成28年 4月 1日
     ２ （在薬）第3778号          平成20年 4月 1日
     052-784-8814  (052-784-8817)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3104730,024,2 しんきよす薬局 〒452-0943 （調基１）第2604号        平成28年 4月 1日
     や清須24 清須市新清洲２－８－２４ （地支体）第688号         平成30年 4月 1日
     052-408-5207  (052-408-5208) （後発調３）第327号       平成30年 4月 1日
     （在調）第198号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第2033号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第3807号          平成20年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3105730,025,9 スギ薬局　清洲店 〒452-0941 （調基１）第2571号        平成28年 4月 1日
     や清須25 清須市西市場４－１１－１６ （後発調１）第723号       平成30年 5月 1日
     052-408-3622  (052-408-3623) （か薬）第1856号          平成29年 2月 1日
     （在薬）第4049号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3106730,026,7 スギ薬局　新川店 〒452-0902 （調基１）第2572号        平成28年 4月 1日
     や清須26 清須市助七芳花２５ （地支体）第456号         平成30年 4月 1日
     052-401-7130  (052-401-7131) （後発調１）第664号       平成30年 4月 1日
     （在調）第376号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第988号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4050号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3107730,027,5 新川調剤薬局 〒452-0904 （調基３イ）第84号        平成30年 4月 1日
     や清須27 清須市東須ケ口１０２－２ （後発調２）第178号       平成30年 4月 1日
     052-400-5732  (052-400-5733) （か薬）第922号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4255号          平成21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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  351

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3108730,028,3 春日調剤薬局 〒452-0961 （調基１）第79号          平成28年 4月 1日
     や清須28 清須市春日三番割２４１－１ （地支体）第237号         平成30年 4月 1日
     052-401-7890  (052-401-7891) （後発調１）第48号        平成30年 4月 1日
     （在調）第1025号          平成29年 9月 1日
     （か薬）第923号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2671号          平成14年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3109730,031,7 ツジ調剤薬局　大黒店〒452-0015 （調基３イ）第249号       平成30年 4月 1日
     や清須31 清須市西枇杷島町泉７２－１ （後発調１）第578号       平成30年 4月 1日
     052-325-3471  (052-325-3481) （在薬）第4948号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3110730,032,5 エムハート薬局　清洲〒452-0942 （調基３ロ）第224号       平成30年 4月 1日
     や清須32 店 清須市清洲５０６－１ （後発調３）第390号       平成30年 4月 1日
     052-401-2500  (052-401-2555) （在薬）第5054号          平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3111730,034,1 きよす調剤薬局 〒452-0942 （調基１）第1611号        平成28年 4月 1日
     や清須34 清須市清洲田中町５３ （後発調３）第391号       平成30年 4月 1日
     052-400-1313  (052-400-1178) （在薬）第5359号          平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3112730,036,6 このみ薬局 〒452-0946 （調基１）第1612号        平成28年 4月 1日
     や清須36 清須市廻間１－１６－４ （地支体）第750号         平成30年 4月 1日
     052-325-8020  (052-325-8021) （後発調１）第485号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第215号           平成27年 7月 1日
     （在調）第552号           平成27年 7月 1日
     （か薬）第1129号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5467号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3113730,037,4 スギ薬局　清洲東店 〒452-0942 （調基１）第2573号        平成28年 4月 1日
     や清須37 清須市清洲２５５４－１ （在薬）第5491号          平成27年 8月 1日
     052-408-0371  (052-408-0372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3114730,038,2 ハロー薬局　須ヶ口店〒452-0905 （調基１）第2626号        平成28年 5月 1日
     や清須38 清須市須ケ口２３３２－１ （調基３ロ）第104号       平成30年 4月 1日
     052-401-7971  (052-401-7972) （後発調３）第208号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1074号          平成29年11月 1日
     （か薬）第2077号          平成29年 7月 1日
     （在薬）第5653号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3115730,040,8 アイセイ薬局　春日店〒452-0961 （調基１）第2760号        平成28年10月 1日
     や清須40 清須市春日新堀８１ （地支体）第525号         平成30年 4月 1日
     052-737-7595  (052-408-2171) （後発調３）第392号       平成30年 4月 1日
     （在調）第902号           平成28年10月 1日
     （か薬）第1704号          平成28年10月 1日
     （在薬）第5803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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  352

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3116730,041,6 きよす薬局 〒452-0942 （調基１）第2780号        平成28年12月 1日
     や清須41 清須市清洲１－４－１４ （後発調３）第209号       平成30年 4月 1日
     052-325-2201  (052-325-2202) （在薬）第5828号          平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3117730,042,4 だるま堂薬局 〒452-0013 （調基１）第2808号        平成29年 1月 1日
     や清須42 清須市西枇杷島町南大和１９ （在薬）第5859号          平成29年 1月 1日
     052-501-3813  (052-501-3813)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3118730,045,7 クスリのアオキ春日薬〒452-0961 （調基１）第3112号        平成30年 3月 1日
     や清須45 局 清須市春日宮重１２４ （在薬）第6092号          平成30年 3月 1日
     052-325-6057  (052-325-6058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3119730,046,5 はーと調剤薬局 〒452-0962 （調基１）第3201号        平成30年 5月 1日
     や清須46 清須市春日中沼６１－１ （後発調３）第571号       平成30年 5月 1日
     052-409-7115  (052-409-7116) （在薬）第6166号          平成30年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3120740,001,8 合資会社伊藤薬局 〒481-0004 （調基１）第1613号        平成28年 4月 1日
     や北名1 北名古屋市鹿田３５２４ （在薬）第490号           平成 6年11月 1日
     0568-21-0010  (0568-21-0010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3121740,005,9 有限会社ひかり薬局 〒481-0006 （調基１）第3149号        平成30年 4月 1日
     や北名5 北名古屋市熊之庄八幡９５－３ （後発調１）第268号       平成30年 4月 1日
     0568-24-0230  （在薬）第3410号          平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3122740,006,7 師勝薬局本店 〒481-0004 （調基１）第1615号        平成28年 4月 1日
     や北名6 北名古屋市鹿田坂巻２３０－２ （在薬）第486号           平成 6年11月 1日
     0568-23-0017  (0568-25-0917)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3123740,009,1 有限会社アサヒ薬局 〒481-0011 （調基１）第1616号        平成28年 4月 1日
     や北名9 北名古屋市高田寺出口２５－４ （地支体）第379号         平成30年 4月 1日
     0568-24-0971  (0568-22-0848) （在調）第349号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第2034号          平成29年 6月 1日
     （在薬）第493号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3124740,011,7 有限会社大橋薬局 〒481-0002 （調基１）第1617号        平成28年 4月 1日
     や北名11 北名古屋市片場六所９ （後発調１）第407号       平成30年 4月 1日
     0568-23-0720  (0568-25-4030) （在薬）第2943号          平成16年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3125740,013,3 ハーモニー北名古屋調〒481-0006 （調基１）第90号          平成28年 4月 1日
     や北名13 剤薬局 北名古屋市熊之庄宮地６７ （後発調１）第92号        平成30年 4月 1日
     0568-21-4111  (0568-21-4112) （在薬）第3222号          平成17年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3126740,016,6 ライム薬局 〒481-0004 （調基１）第1619号        平成28年 4月 1日
     や北名16 北名古屋市鹿田西村前４２－２ （調基２）第20号          平成30年 4月 1日
     0568-25-9911  (0568-23-3077) （後発調３）第39号        平成30年 4月 1日
     （在薬）第3779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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  353

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3127740,018,2 大島薬局 〒481-0037 （調基１）第314号         平成28年 4月 1日
     や北名18 北名古屋市鍜治ケ一色東１－７３ （後発調２）第98号        平成30年 4月 1日
     0568-25-3345  (0568-22-3271) （在薬）第3691号          平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3128740,020,8 有限会社さくら調剤薬〒481-0033 （調基１）第3150号        平成30年 4月 1日
     や北名20 局　西春店 北名古屋市西之保深坪７Ｍ・カー （か薬）第2429号          平成30年 4月 1日
     ムネス１階 （在薬）第483号           平成 6年11月 1日
     0568-23-1112  (0568-23-0977)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3129740,022,4 ジュンナ調剤薬局 〒481-0039 （調基１）第1621号        平成28年 4月 1日
     や北名22 北名古屋市法成寺西出５－１
     0568-24-4193  (0568-24-4190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3130740,023,2 愛そよかぜ薬局 〒481-0038 （調基１）第1623号        平成28年 4月 1日
     や北名23 北名古屋市徳重米野３８－３ （後発調１）第163号       平成30年 4月 1日
     0568-23-1468  (0568-22-9100) （在薬）第3106号          平成16年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3131740,025,7 西春マイ調剤薬局 〒481-0040 （調基１）第1624号        平成28年 4月 1日
     や北名25 北名古屋市西春駅前１－５パティ （在薬）第3840号          平成20年 8月 1日
     オ西春１０１
     0568-26-7258  (0568-26-7257)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3132740,027,3 マイ調剤薬局師勝店 〒481-0004 （調基１）第315号         平成28年 4月 1日
     や北名27 北名古屋市鹿田西村前９４－１ （後発調１）第400号       平成30年 4月 1日
     0568-26-7275  (0568-26-7276) （在薬）第3509号          平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3133740,028,1 たんぽぽ薬局鹿田店 〒481-0004 （調基１）第396号         平成28年 4月 1日
     や北名28 北名古屋市鹿田西村前９４－２ （調基３イ）第192号       平成30年 4月 1日
     0568-24-4551  (0568-24-4561) （後発調２）第437号       平成30年 4月 1日
     （在調）第428号           平成26年 5月 1日
     （か薬）第927号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3510号          平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3134740,030,7 ラズベリー薬局 〒481-0004 （調基１）第1625号        平成28年 4月 1日
     や北名30 北名古屋市鹿田南蒲屋敷６８９ （地支体）第794号         平成30年 4月 1日
     0568-26-3567  (0568-26-3568) （後発調２）第654号       平成30年 4月 1日
     （在調）第277号           平成25年 4月 1日
     （か薬）第928号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4974号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3135740,033,1 スマイル調剤薬局　師〒481-0012 （調基１）第1626号        平成28年 4月 1日
     や北名33 勝店 北名古屋市久地野北浦１０１－５ （地支体）第20号          平成30年 4月 1日
     0568-25-6040  (0568-25-6040) （後発調２）第49号        平成30年 4月 1日
     （薬菌）第244号           平成28年 8月 1日
     （在調）第945号           平成29年 3月 1日
     （か薬）第1130号          平成29年 4月 1日
     （在薬）第4077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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  354

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3136740,035,6 トーカイ薬局　北名古〒481-0004 （調基３イ）第193号       平成30年 4月 1日
     や北名35 屋店 北名古屋市鹿田南蒲屋敷６９７－ （か薬）第1137号          平成28年 4月 1日
     １ （在薬）第4435号          平成22年 6月 1日
     0568-24-2677  (0568-24-2688)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3137740,036,4 アイリス薬局 〒481-0041 （調基１）第2327号        平成28年 4月 1日
     や北名36 北名古屋市九之坪寺領４８水野ビ （地支体）第751号         平成30年 4月 1日
     ル１階 （後発調３）第509号       平成30年 4月 1日
     0568-68-6282  (0568-68-6283) （在調）第219号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第448号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4458号          平成22年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3138740,037,2 スマイル薬局 〒481-0033 （調基１）第1627号        平成28年 4月 1日
     や北名37 北名古屋市西之保才戸２８ （後発調２）第308号       平成30年 4月 1日
     0568-26-4585  (0568-26-4586) （か薬）第1422号          平成28年 5月 1日
     （在薬）第4665号          平成23年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3139740,038,0 エムハート薬局　鹿田〒481-0004 （調基３ロ）第244号       平成30年 4月 1日
     や北名38 店 北名古屋市鹿田清水５８ （在薬）第4742号          平成24年 3月 1日
     0568-25-3993  (0568-25-3994)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3140740,039,8 ハーモニー薬局　西春〒481-0033 （調基１）第2328号        平成28年 4月 1日
     や北名39 店 北名古屋市西之保三町地４－１８ （後発調３）第67号        平成30年 4月 1日
     0568-39-6300  (0568-39-6301) （在薬）第4858号          平成24年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3141740,040,6 いずみ薬局　北名古屋〒481-0004 （調基１）第1628号        平成28年 4月 1日
     や北名40 店 北名古屋市鹿田西村前９３－１ （地支体）第752号         平成30年 4月 1日
     0568-54-3101  (0568-54-3102) （後発調２）第655号       平成30年 4月 1日
     （在調）第289号           平成25年 9月 1日
     （か薬）第1287号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4949号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3142740,041,4 すばる薬局師勝店 〒481-0004 （調基１）第1629号        平成28年 4月 1日
     や北名41 北名古屋市鹿田栄１７９－１ （地支体）第238号         平成30年 4月 1日
     0568-26-6780  (0568-26-6781) （後発調３）第210号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第78号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第4967号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3143740,042,2 ジップドラッグ白沢　〒481-0004 （調基１）第2329号        平成28年 4月 1日
     や北名42 師勝薬局 北名古屋市鹿田花の木１１ （地支体）第834号         平成30年 4月 1日
     0568-26-4387  (0568-26-4386) （後発調３）第328号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1352号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5012号          平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  355

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3144740,043,0 にしはる調剤薬局 〒481-0004 （調基１）第316号         平成28年 4月 1日
     や北名43 北名古屋市鹿田栄１１０－１ （後発調３）第261号       平成30年 4月 1日
     0568-26-7750  (0568-26-7752) （在調）第307号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第121号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5040号          平成25年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3145740,044,8 クリエイト薬局北名古〒481-0043 （調基１）第2330号        平成28年 4月 1日
     や北名44 屋沖村店 北名古屋市沖村西ノ郷１５５ （後発調２）第438号       平成30年 4月 1日
     0568-27-4161  (0568-27-4162) （在薬）第5116号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3146740,045,5 ツジ薬局　西春ふくろ〒481-0033 （調基３イ）第250号       平成30年 4月 1日
     や北名45 く店 北名古屋市西之保中社２８ （後発調１）第579号       平成30年 4月 1日
     0568-68-6978  (0568-68-6981) （在薬）第5512号          平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3147740,046,3 コスモス調剤薬局　熊〒481-0006 （調基３イ）第30号        平成30年 4月 1日
     や北名46 之庄店 北名古屋市熊之庄八幡２５３－１ （後発調１）第49号        平成30年 4月 1日
     0568-22-3761  (0568-22-3762) （か薬）第1537号          平成28年 7月 1日
     （在薬）第5371号          平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3148740,047,1 ナンブ薬局西春店 〒481-0033 （調基１）第1631号        平成28年 4月 1日
     や北名47 北名古屋市西之保青野東５３－１ （後発調１）第484号       平成30年 4月 1日
     0568-22-2022  (0568-22-5577) （か薬）第2426号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第5613号          平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3149740,048,9 ビー・アンド・ディー〒481-0004 （調基１）第2989号        平成29年 9月 1日
     や北名48 調剤薬局鹿田清水店 北名古屋市鹿田清水３８－１ （後発調３）第262号       平成30年 4月 1日
     0568-68-9911  (0568-68-9912)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3150750,001,5 中野薬局 〒498-0017 （調基１）第1632号        平成28年 4月 1日
     や弥富1 弥富市前ヶ須町南本田１０３ （後発調２）第99号        平成30年 4月 1日
     0567-67-0501  (0567-67-0501) （か薬）第79号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第580号           平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3151750,013,0 アイランド薬局　弥富〒498-0027 （調基３イ）第194号       平成30年 4月 1日
     や弥富13 店 弥富市鯏浦町南前新田２５－１Ｎ （後発調３）第406号       平成30年 4月 1日
     ビル１階 （在薬）第2859号          平成15年 7月 1日
     0567-67-5678  (0567-43-0070)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3152750,017,1 ヤマダ薬局 〒490-1401 （調基１）第1634号        平成28年 4月 1日
     や弥富17 弥富市六條町中切８８ー３ （後発調３）第129号       平成30年 4月 1日
     0567-52-3468  (0567-52-3470) （か薬）第1605号          平成28年 9月 1日
     （在薬）第3204号          平成17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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  356

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3153750,019,7 ふた葉薬局弥富店 〒498-0015 （調基１）第2332号        平成28年 4月 1日
     や弥富19 弥富市海老江１－５２ （地支体）第689号         平成30年 4月 1日
     0567-65-8900  (0567-65-3888) （後発調１）第358号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1673号          平成28年11月 1日
     （在薬）第3780号          平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3154750,020,5 スギ薬局　弥富店 〒498-0032 （調基１）第2574号        平成28年 4月 1日
     や弥富20 弥富市平島中４－５ （後発調３）第510号       平成30年 4月 1日
     0567-65-7621  (0567-65-7625) （在調）第364号           平成26年 4月 1日
     （在薬）第4051号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3155750,022,1 スギ薬局　海南店 〒498-0017 （調基１）第2575号        平成28年 4月 1日
     や弥富22 弥富市前ケ須町南本田３３９－１ （地支体）第457号         平成30年 4月 1日
     0567-64-2361  (0567-67-2317) （薬菌）第38号            平成20年 9月 1日
     （在調）第363号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第990号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4053号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3156750,024,7 くるみ調剤薬局　やと〒498-0048 （調基１）第3151号        平成30年 4月 1日
     や弥富24 み店 弥富市稲吉２－１０－３ （地支体）第690号         平成30年 4月 1日
     0567-68-2214  (0567-68-2217) （後発調３）第560号       平成30年 5月 1日
     （在調）第988号           平成29年 5月 1日
     （か薬）第1780号          平成28年12月 1日
     （在薬）第4237号          平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3157750,027,0 さくら調剤薬局 〒498-0027 （調基１）第1636号        平成28年 4月 1日
     や弥富27 弥富市鯏浦町南前新田２７－１ （調基２）第19号          平成30年 4月 1日
     0567-65-5180  (0567-65-5181) （後発調３）第40号        平成30年 4月 1日
     （在薬）第4531号          平成23年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3158750,029,6 たんぽぽ薬局弥富店 〒498-0017 （調基３イ）第195号       平成30年 4月 1日
     や弥富29 弥富市前ケ須町南本田４１０－２ （か薬）第1523号          平成28年 7月 1日
     豊久マンション１階 （在薬）第4766号          平成24年 5月 1日
     0567-64-2181  (0567-64-2182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3159750,030,4 キョーワ薬局　弥富店〒498-0032 （調基１）第1641号        平成28年 4月 1日
     や弥富30 弥富市平島中３－８６ （調基３イ）第196号       平成30年 4月 1日
     0567-69-5555  (0567-69-5557) （後発調２）第309号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第931号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5117号          平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3160750,033,8 調剤薬局さくらんぼ 〒498-0017 （調基２）第38号          平成30年 4月 1日
     や弥富33 弥富市前ケ須町午新田６６６－１ （在調）第550号           平成27年 7月 1日
     0567-69-6071  (0567-69-6072) （か薬）第1131号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5214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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  357

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3161750,034,6 やとみ駅前調剤薬局勘〒498-0017 （調基１）第1637号        平成28年 4月 1日
     や弥富34 助店 弥富市前ケ須町東勘助８７－１ （後発調３）第130号       平成30年 4月 1日
     0567-65-8388  (0567-65-8388) （在薬）第5458号          平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3162750,035,3 やとみ駅前調剤薬局 〒498-0027 （調基１）第2829号        平成29年 4月 1日
     や弥富35 弥富市鯏浦町南前新田７０－５ （調基２）第39号          平成30年 4月 1日
     0567-65-7644  (0567-65-7644) （在薬）第5571号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3163750,037,9 日本調剤海南薬局 〒498-0017 （調基３ロ）第225号       平成30年 4月 1日
     や弥富37 弥富市前ケ須町南本田４５２－１ （後発調３）第329号       平成30年 4月 1日
     ６ （か薬）第1957号          平成29年 5月 1日
     0567-69-6742  (0567-69-6744) （在薬）第5804号          平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3164750,039,5 弥富すこやか薬局 〒490-1406 （調基１）第2944号        平成29年 5月 1日
     や弥富39 弥富市鍋平２－６ （在薬）第5923号          平成29年 5月 1日
     0567-52-4655  (052-895-5220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3165750,040,3 なぎさ薬局　海南病院〒498-0017 （調基１）第3073号        平成30年 1月 1日
     や弥富40 前店 弥富市前ケ須町南本田４５２－６ （在薬）第6044号          平成30年 1月 1日
     0567-55-7905  (0567-55-7906)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3166750,041,1 調剤薬局とまと　平島〒498-0032 （調基１）第3099号        平成30年 1月 1日
     や弥富41 店 弥富市平島中２－２４ （調基３ロ）第148号       平成30年 4月 1日
     0567-66-1400  (0567-66-1401) （在調）第1098号          平成30年 2月 1日
     （か薬）第2329号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第6078号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3167750,042,9 第２かいなん調剤薬局〒498-0017 （調基３ロ）第105号       平成30年 4月 1日
     や弥富42 弥富市前ケ須町南本田３７２－２ （在調）第1099号          平成30年 1月 1日
     0567-65-8881  (0567-65-8882) （か薬）第2427号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第6079号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3168750,043,7 調剤薬局とまと 〒498-0017 （調基３ロ）第106号       平成30年 4月 1日
     や弥富43 弥富市前ケ須町南本田３８１ （在調）第1100号          平成30年 1月 1日
     0567-66-0575  (0567-66-0355) （か薬）第2326号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第6080号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3169750,045,2 かいなん調剤薬局 〒498-0017 （調基３ロ）第107号       平成30年 4月 1日
     や弥富45 弥富市前ケ須町南本田３７３－２ （薬菌）第276号           平成30年 1月 1日
     0567-65-8686  (0567-65-8689) （在調）第1101号          平成30年 1月 1日
     （在薬）第6082号          平成30年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3170750,046,0 キョーワ薬局　弥富北〒498-0025 （調基３イ）第258号       平成30年 5月 1日
     や弥富46 店 弥富市平島町　喜右味名２３－１ （在薬）第6153号          平成30年 5月 1日
     0567-69-5598  (0567-69-5599)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  358

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3171750,047,8 小林薬局佐古木支店 〒498-0006 （調基１）第3178号        平成30年 4月 1日
     や弥富47 弥富市佐古木２－２６６－１ （在薬）第6138号          平成30年 4月16日
     0567-65-7631  (0567-65-7632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3172760,002,1 キョーワ薬局　七宝店〒497-0011 （調基１）第1639号        平成28年 4月 1日
     やあま2 あま市七宝町安松８－１１７－１ （調基３イ）第197号       平成30年 4月 1日
     052-449-6551  (052-449-6552) （後発調１）第724号       平成30年 5月 1日
     （在調）第496号           平成26年12月 1日
     （か薬）第932号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3297号          平成17年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3173760,003,9 キョーワ薬局　やよい〒497-0001 （調基１）第1640号        平成28年 4月 1日
     やあま3 店 あま市七宝町沖之島西流１８－３ （調基３イ）第198号       平成30年 4月 1日
     052-445-7731  (052-445-7761) （後発調３）第211号       平成30年 4月 1日
     （在調）第508号           平成27年 2月 1日
     （か薬）第933号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4076号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3174760,004,7 美和調剤薬局 〒490-1222 （調基１）第1642号        平成28年 4月 1日
     やあま4 あま市木田飛江ノ見６８－１ （後発調１）第360号       平成30年 4月 1日
     052-442-0518  (052-442-0518) （在薬）第1907号          平成11年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3175760,005,4 ハロー薬局みわ店 〒490-1223 （調基３ロ）第108号       平成30年 4月 1日
     やあま5 あま市森山弁才天７２－３ （か薬）第1618号          平成28年 9月 1日
     052-449-4949  (052-449-4950) （在薬）第2076号          平成12年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3176760,006,2 しのだ調剤薬局 〒490-1211 （調基１）第1643号        平成28年 4月 1日
     やあま6 あま市篠田稲荷５１ （後発調２）第179号       平成30年 4月 1日
     052-449-5333  (052-449-5334) （か薬）第934号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3342号          平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3177760,007,0 あおい薬局 〒490-1223 （調基１）第1644号        平成28年 4月 1日
     やあま7 あま市森山弁才天８５－１ （後発調３）第263号       平成30年 4月 1日
     052-442-7070  (052-442-6766) （在薬）第3492号          平成18年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3178760,008,8 くるみ調剤薬局みわ店〒490-1211 （調基１）第3152号        平成30年 4月 1日
     やあま8 あま市篠田小塚４８－３ （か薬）第2035号          平成29年 6月 1日
     052-442-9990  (052-875-5651) （在薬）第3622号          平成19年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3179760,011,2 フジ調剤薬局ジモクジ〒490-1111 （調基１）第397号         平成28年 4月 1日
     やあま11 あま市甚目寺松山７９ （後発調２）第310号       平成30年 4月 1日
     052-441-3123  (052-441-4501) （か薬）第2365号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第1921号          平成11年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  359

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3180760,012,0 ツジ薬局本郷店 〒490-1116 （調基１）第2333号        平成28年 4月 1日
     やあま12 あま市本郷柿ノ木１２２ （地支体）第691号         平成30年 4月 1日
     052-449-6080  (052-449-6081) （か薬）第1897号          平成29年 4月 1日
     （在薬）第2578号          平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3181760,013,8 花の木調剤薬局　甚目〒490-1116 （調基２）第71号          平成30年 4月 1日
     やあま13 寺店 あま市本郷花ノ木３ （後発調３）第212号       平成30年 4月 1日
     052-449-0580  (052-449-0581) （か薬）第450号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第2713号          平成14年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3182760,014,6 ツジ調剤薬局道場店 〒490-1113 （調基３イ）第251号       平成30年 4月 1日
     やあま14 あま市中萱津道場８４－１ （在薬）第2780号          平成15年 4月 1日
     052-449-6610  (052-449-6810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3183760,015,3 かえで調剤薬局 〒490-1105 （調基１）第398号         平成28年 4月 1日
     やあま15 あま市新居屋辻畑４７－２ （後発調３）第131号       平成30年 4月 1日
     052-444-5430  (052-444-5431) （か薬）第1478号          平成28年 6月 1日
     （在薬）第2872号          平成15年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3184760,016,1 甚目寺調剤薬局 〒490-1107 （調基１）第1645号        平成28年 4月 1日
     やあま16 あま市森４－２－５ （か薬）第80号            平成28年 4月 1日
     052-449-3238  (052-449-3237) （在薬）第3038号          平成16年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3185760,017,9 ハート調剤薬局甚目寺〒490-1111 （調基１）第2334号        平成28年 4月 1日
     やあま17 店 あま市甚目寺畦田３７－１ （後発調１）第725号       平成30年 5月 1日
     052-462-0555  (052-462-0577) （在調）第663号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5572号          平成27年11月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3186760,018,7 アイン薬局甚目寺店 〒490-1104 （調基１）第2335号        平成28年 4月 1日
     やあま18 あま市西今宿八反田５５－２ （地支体）第530号         平成30年 4月 1日
     052-462-0025  (052-441-3300) （後発調２）第311号       平成30年 4月 1日
     （在調）第848号           平成28年 9月 1日
     （か薬）第1331号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第5573号          平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3187760,019,5 アマ調剤薬局 〒490-1111 （調基１）第1646号        平成28年 4月 1日
     やあま19 あま市甚目寺権現７８－４ （地支体）第290号         平成30年 4月 1日
     052-449-2558  (052-449-2552) （後発調２）第367号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第81号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第3366号          平成18年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3188760,022,9 くるみ調剤薬局じもく〒490-1111 （調基１）第1647号        平成28年 4月 1日
     やあま22 じ店 あま市甚目寺郷浦１１ （後発調３）第41号        平成30年 4月 1日
     052-618-5322  (052-618-5323) （在調）第1113号          平成30年 3月 1日
     （か薬）第1781号          平成28年12月 1日
     （在薬）第3775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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  360

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3189760,024,5 七宝町調剤薬局 〒497-0004 （調基１）第2336号        平成28年 4月 1日
     やあま24 あま市七宝町桂深田５８ （調基２）第40号          平成30年 4月 1日
     052-445-3270  (052-445-3271) （在薬）第4512号          平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3190760,025,2 キョーワ薬局　七宝北〒497-0001 （調基３イ）第199号       平成30年 4月 1日
     やあま25 店 あま市七宝町沖之島高畑４３－１ （か薬）第935号           平成28年 4月 1日
     052-462-1920  (052-462-1921) （在薬）第4561号          平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3191760,026,0 めいせい調剤薬局 〒490-1115 （調基１）第1648号        平成28年 4月 1日
     やあま26 あま市坂牧北浦１０１ （後発調１）第269号       平成30年 4月 1日
     052-445-7751  (052-445-7751) （在薬）第4639号          平成23年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3192760,027,8 調剤薬局ツチ家　七宝〒497-0001 （調基１）第318号         平成28年 4月 1日
     やあま27 店 あま市七宝町沖之島高畑１０９－ （後発調３）第264号       平成30年 4月 1日
     １ （か薬）第122号           平成28年 4月 1日
     052-485-8583  (052-485-8583) （在薬）第4857号          平成24年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3193760,028,6 トーカイ薬局あま店 〒490-1112 （調基３イ）第200号       平成30年 4月 1日
     やあま28 あま市上萱津深見２ （後発調２）第439号       平成30年 4月 1日
     052-441-1050  (052-441-1051) （か薬）第2428号          平成30年 4月 1日
     （在薬）第5099号          平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3194760,029,4 ささやま調剤薬局 〒490-1106 （調基１）第319号         平成28年 4月 1日
     やあま29 あま市小路３－９－８ （後発調２）第180号       平成30年 4月 1日
     052-445-1105  (052-445-1182) （か薬）第451号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5302号          平成26年 7月31日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3195760,030,2 ひまわり調剤薬局 〒490-1111 （調基１）第1649号        平成28年 4月 1日
     やあま30 あま市甚目寺五位田１５８－２ （調基２）第21号          平成30年 4月 1日
     052-446-6750  (052-446-6751) （後発調３）第42号        平成30年 4月 1日
     （か薬）第2266号          平成29年12月 1日
     （在薬）第5435号          平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3196760,031,0 フジ調剤薬局　七宝店〒497-0013 （調基１）第320号         平成28年 4月 1日
     やあま31 あま市七宝町川部折戸１０ （後発調２）第312号       平成30年 4月 1日
     052-414-6345  (052-414-7347) （薬菌）第228号           平成28年 1月 1日
     （か薬）第2366号          平成30年 3月 1日
     （在薬）第5468号          平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3197760,032,8 たんぽぽ薬局　あま店〒490-1111 （調基１）第2878号        平成29年 4月 1日
     やあま32 あま市甚目寺畦田３６－１ （調基３イ）第201号       平成30年 4月 1日
     052-441-0371  (052-441-0372) （後発調１）第359号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第1662号          平成28年10月 1日
     （在薬）第5574号          平成27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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  361

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3198760,034,4 クオール薬局七宝店 〒497-0012 （後発調３）第511号       平成30年 4月 1日
     やあま34 あま市七宝町下田五之坪１１１４ （か薬）第1743号          平成28年11月 1日
     052-462-6089  (052-462-6090) （在薬）第5655号          平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3199760,035,1 ポトス薬局あましのだ〒490-1211 （調基１）第2879号        平成29年 4月 1日
     やあま35 店 あま市篠田寺後７５－２ （後発調３）第512号       平成30年 4月 1日
     052-443-3400  (052-443-3600) （在薬）第5897号          平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3200760,037,7 ポトス薬局あまじもく〒490-1106 （調基１）第2990号        平成29年 8月 1日
     やあま37 じ店 あま市小路３－１０－７ （地支体）第380号         平成30年 4月 1日
     052-462-2017  (052-462-2018) （後発調２）第368号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1174号          平成30年 4月 1日
     （か薬）第2237号          平成29年11月 1日
     （在薬）第5966号          平成29年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3201760,038,5 フタバ薬局　あま店 〒490-1115 （調基１）第3179号        平成30年 4月 1日
     やあま38 あま市坂牧坂塩５３－３ （在薬）第6107号          平成30年 4月 1日
     052-446-6050  (052-446-6051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3202770,002,9 長久手薬局 〒480-1154 （調基１）第2630号        平成28年 5月 1日
     や長久手2 長久手市塚田５１５
     0561-62-5730  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3203770,004,5 しょうなん調剤薬局長〒480-1116 （調基１）第1650号        平成28年 4月 1日
     や長久手4 久手店 長久手市杁ケ池１５０５ （後発調３）第132号       平成30年 4月 1日
     0561-64-2700  (0561-64-5900) （在薬）第3148号          平成16年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3204770,005,2 杁ヶ池調剤薬局 〒480-1115 （調基１）第1651号        平成28年 4月 1日
     や長久手5 長久手市菖蒲池１０４ （後発調３）第43号        平成30年 4月 1日
     0561-64-7701  (0561-64-7701) （在薬）第5683号          平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3205770,006,0 スギヤマ薬局ユータウ〒480-1147 （調基１）第2337号        平成28年 4月 1日
     や長久手6 ンながくて店 長久手市市が洞２－１３１３ （在薬）第3448号          平成18年 7月 1日
     0561-64-2221  (0561-64-2232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3206770,007,8 アールエス薬局 〒480-1157 （調基１）第1652号        平成28年 4月 1日
     や長久手7 長久手市桜作１４１８ （地支体）第291号         平成30年 4月 1日
     0561-63-9966  (0561-63-9988) （後発調２）第369号       平成30年 4月 1日
     （か薬）第452号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第3868号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3207770,008,6 くるみ調剤薬局ながく〒480-1111 （調基１）第2880号        平成29年 4月 1日
     や長久手8 てリニモ駅前店 長久手市山越３０６ （地支体）第692号         平成30年 4月 1日
     0561-56-1616  (0561-56-1577) （薬菌）第108号           平成26年 4月 1日
     （か薬）第1817号          平成29年 1月 1日
     （在薬）第3677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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  362

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3208770,010,2 スギ薬局　長久手店 〒480-1141 （調基１）第2577号        平成28年 4月 1日
     や長久手10 長久手市根の神１０８ （在調）第422号           平成26年 4月 1日
     0561-64-2515  (0561-64-2516) （か薬）第991号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4030号          平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3209770,012,8 キョーワ薬局　長久手〒480-1125 （調基１）第2338号        平成28年 4月 1日
     や長久手12 店 長久手市氏神前１１７ （地支体）第526号         平成30年 4月 1日
     0561-63-3996  (0561-63-3997) （後発調１）第665号       平成30年 4月 1日
     （薬菌）第71号            平成24年 3月 5日
     （在調）第199号           平成24年 4月 1日
     （か薬）第936号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4748号          平成24年 3月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3210770,014,4 しょうなん調剤薬局　〒480-1135 （調基１）第1653号        平成28年 4月 1日
     や長久手14 藤が丘店 長久手市下山４８－１ （在調）第287号           平成25年 8月 1日
     0561-76-3101  (0561-76-3102) （在薬）第4233号          平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3211770,015,1 長湫薬局 〒480-1163 （調基３イ）第202号       平成30年 4月 1日
     や長久手15 長久手市原邸８２０ （後発調２）第313号       平成30年 4月 1日
     0561-64-3801  (0561-64-3801) （か薬）第2274号          平成29年12月 1日
     （在薬）第4271号          平成21年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3212770,016,9 いずみ薬局　長久手店〒480-1154 （調基１）第1654号        平成28年 4月 1日
     や長久手1625 長久手市塚田１２０４ （地支体）第795号         平成30年 4月 1日
     0561-76-4166  (0561-76-4167) （後発調１）第492号       平成30年 4月 1日
     （在調）第1197号          平成30年 5月 1日
     （か薬）第1363号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4424号          平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3213770,017,7 くるみ調剤薬局　なが〒480-1132 （調基１）第3153号        平成30年 4月 1日
     や長久手17 くて西店 長久手市上川原２２－１ （地支体）第693号         平成30年 4月 1日
     0561-65-5712  (0561-65-5713) （在調）第989号           平成29年 5月 1日
     （か薬）第1132号          平成28年 4月 1日
     （在薬）第4875号          平成24年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3214770,018,5 ポトス薬局ながくて店〒480-1182 （調基１）第1655号        平成28年 4月 1日
     や長久手18 長久手市池田９１ （地支体）第753号         平成30年 4月 1日
     0561-61-0070  (0561-61-0071) （後発調３）第513号       平成30年 4月 1日
     （在調）第778号           平成28年 6月 1日
     （か薬）第453号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4920号          平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3215770,020,1 ハロー薬局　愛知淑徳〒480-1146 （調基１）第2921号        平成29年 4月 1日
     や長久手20 大学前店 長久手市片平２－１４０６ （調基３ロ）第109号       平成30年 4月 1日
     0561-64-2291  (0561-64-2292) （在調）第745号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第4919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

[平成30年 6月 1日現在　薬局] 平成30年 6月 1日  363

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 3216770,022,7 ハロー薬局　長久手店〒480-1103 （調基１）第2339号        平成28年 4月 1日
     や長久手22 長久手市岩作中島４３－１ （調基３ロ）第110号       平成30年 4月 1日
     0561-61-0787  (0561-61-0698) （在調）第746号           平成28年 4月 1日
     （か薬）第938号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第5025号          平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3217770,023,5 イオン薬局イオンスタ〒480-1100 （調基３ロ）第111号       平成30年 4月 1日
     や長久手23 イル長久手 長久手市長久手中央土地区画整理 （後発調２）第314号       平成30年 4月 1日
     事業地内５－１０－１１街区 （在薬）第5819号          平成28年12月 1日
     0561-61-5520  (0561-61-5521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3218770,024,3 ペンギン薬局 〒480-1125 （調基１）第2991号        平成29年 9月 1日
     や長久手24 長久手市氏神前２１１ （後発調２）第315号       平成30年 4月 1日
     0561-64-3345  (0561-64-3346) （在薬）第5967号          平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3219770,025,0 オーヴェスト薬局 〒480-1135 （調基１）第3040号        平成29年11月 1日
     や長久手25 長久手市下山４３－７Ｃｒｅｏｆ （在薬）第6015号          平成29年11月 1日
     ｕｍｅ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　１階
     0561-76-1222  (0561-76-1333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3220770,026,8 エンゼル薬局　長久手〒480-1103 （調基１）第3130号        平成30年 4月 1日
     や長久手26 店 長久手市岩作琵琶ケ池４８－２３ （在薬）第6108号          平成30年 4月 1日
     0561-76-4027  (0561-76-4028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3221770,027,6 いるか薬局 〒480-1177 （在薬）第6167号          平成30年 6月 1日
     や長久手27 長久手市仏が根１８２５
     0561-61-3801  (0561-64-3802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


