
届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

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

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,0054,6 宮坂薬局 〒400-0005 （調基１）第1号           平成28年 4月 1日
     甲薬54 甲府市北新二丁目１０－２４
     055-252-3638  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,0061,1 新海薬局 〒400-0032 （調基１）第2号           平成28年 4月 1日
     甲薬61 甲府市中央二丁目５－３２
     055-232-1368  (055-232-1368)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,0068,6 小沢薬局 〒400-0864 （調基１）第3号           平成28年 4月 1日
     甲薬68 甲府市湯田二丁目１－１９ （在薬）第10号            平成 7年 9月25日
     055-233-3458  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,0081,9 日の出薬局 〒400-0032 （調基１）第4号           平成28年 4月 1日
     甲薬81 甲府市中央二丁目１２－２６ （調）第1号               平成28年 4月 1日
     055-233-6280  (055-233-6289) （後発調２）第117号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第33号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第110号           平成12年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,0115,5 内田方伎堂薬局 〒400-0047
     甲薬115 甲府市徳行四丁目１１－３０
     055-222-8185  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,0131,2 十字堂ないとう薬局 〒400-0069 （調基１）第5号           平成28年 4月 1日
     甲薬131 甲府市中村町１３－４ （後発調１）第271号       平成28年 5月 1日
     055-226-6013  (055-226-6084) （在薬）第48号            平成10年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,0170,0 薬局もみのき 〒400-0067 （調基１）第6号           平成28年 4月 1日
     甲薬170 甲府市長松寺町１３－１０
     055-226-7081  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,0204,7 甲典堂板山薬局 〒400-0851 （調基１）第7号           平成28年 4月 1日
     甲薬204 甲府市住吉一丁目２－１７ （後発調１）第184号       平成28年 4月 1日
     055-233-4287  （か薬）第114号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第249号           平成17年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,0220,3 フクシマヤ薬局 〒400-0856 （調基１）第8号           平成28年 4月 1日
     甲薬220 甲府市伊勢一丁目４－５
     055-232-6241  (055-232-6241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,0226,0 井出薬局 〒400-0027 （調基１）第9号           平成28年 4月 1日
     甲薬226 甲府市富士見一丁目２２－３ （後発調１）第185号       平成28年 4月 1日
     055-233-7050  （在薬）第122号           平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,0228,6 トミタケ薬局 〒400-0049 （調基１）第10号          平成28年 4月 1日
     甲薬228 甲府市富竹一丁目７－３２ （在薬）第194号           平成15年 5月 1日
     055-228-1230  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日    2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1201,0229,4 ウエノ中央薬局 〒400-0032 （調基１）第11号          平成28年 4月 1日
     甲薬229 甲府市中央一丁目１１－１０ （調）第2号               平成28年 4月 1日
     055-223-2265  (055-223-2276) （在調）第39号            平成28年 8月 1日
     （か薬）第34号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第12号            平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,0236,9 屋形調剤薬局　中央店〒400-0032 （調基１）第12号          平成28年 4月 1日
     甲薬236 甲府市中央二丁目８－１７ （在薬）第157号           平成14年 4月 1日
     055-223-3738  (055-253-6954)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,0279,9 光和堂調剤薬局 〒400-0861 （調基１）第14号          平成28年 4月 1日
     甲薬279 甲府市城東二丁目１０－１５ （後発調１）第186号       平成28年 4月 1日
     055-221-3210  (055-221-3310) （在薬）第124号           平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,0291,4 上石田調剤薬局 〒400-0041 （調基１）第15号          平成28年 4月 1日
     甲薬291 甲府市上石田３－３－１９
     055-226-8687  (055-226-8687)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,0319,3 いっぷく堂薬局 〒400-0826 （調基１）第16号          平成28年 4月 1日
     甲薬319 甲府市西高橋町９０－２ （調）第3号               平成28年 4月 1日
     055-221-2050  (055-221-2051) （在調）第30号            平成27年10月 1日
     （か薬）第35号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第255号           平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,0335,9 マルジン薬局 〒400-0025 （在薬）第277号           平成20年 1月 1日
     甲薬335 甲府市朝日四丁目１－１
     055-252-4794  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,0336,7 マルジン薬局　北口店〒400-0024 （調基１）第17号          平成28年 4月 1日
     甲薬336 甲府市北口一丁目６－８ （か薬）第142号           平成28年 9月 1日
     055-251-9445  （在薬）第278号           平成20年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,0338,3 佐野薬局　東支店 〒400-0026 （調基１）第18号          平成28年 4月 1日
     甲薬338 甲府市塩部１－１５－１６ （在薬）第283号           平成20年 2月28日
     055-253-5435  (055-254-8502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,0339,1 佐野薬局　西支店 〒400-0008 （調基１）第19号          平成28年 4月 1日
     甲薬339 甲府市緑が丘１－１－１８ （在薬）第284号           平成20年 2月28日
     055-254-8500  (055-254-8501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,0345,8 小沢薬局　南甲府駅前〒400-0864 （調基１）第20号          平成28年 4月 1日
     甲薬345 店 甲府市湯田２丁目１９－５ （か薬）第1号             平成28年 4月 1日
     055-287-6680  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,0368,0 竹川薬局　和田 〒400-0001 （調基１）第21号          平成28年 4月 1日
     甲薬368 甲府市和田町３００３－１３８ （在薬）第326号           平成22年11月 1日
     055-251-5569  (055-251-5569)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

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

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2301,0371,4 住吉薬局 〒400-0851 （調基１）第22号          平成28年 4月 1日
     甲薬371 甲府市住吉２丁目１－１
     055-232-6441  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,0374,8 たけのこ薬局 〒400-0824 （調基１）第23号          平成28年 4月 1日
     甲薬374 甲府市蓬沢町１０９９－５ （在薬）第343号           平成23年 8月 1日
     055-242-7689  (055-242-7689)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,0378,9 米永薬局 〒400-0853 （調基１）第24号          平成28年 4月 1日
     甲薬378 甲府市下小河原町２３１－４ （在薬）第348号           平成23年 8月15日
     055-241-3946  (055-243-2132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,1001,6 有限会社神津薬局 〒400-0031 （調基１）第25号          平成28年 4月 1日
     甲薬1001 甲府市丸の内二丁目２９－１ （か薬）第36号            平成28年 4月 1日
     055-222-4446  (055-222-2788) （在薬）第198号           平成15年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,1029,7 有限会社木綿屋薬局 〒400-0032 （調基１）第26号          平成28年 4月 1日
     甲薬1029 甲府市中央一丁目１２－４
     055-235-5616  (055-235-5916)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,1051,1 有限会社ハタノ薬局 〒400-0032 （調基１）第27号          平成28年 4月 1日
     甲薬1051 甲府市中央四丁目４番２４号 （在薬）第45号            平成10年 2月 1日
     055-233-2649  (055-233-2640)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,1058,6 株式会社板山薬泉堂 〒400-0032 （調基１）第28号          平成28年 4月 1日
     甲薬1058 甲府市中央四丁目２－１０ （後発調１）第187号       平成28年 4月 1日
     055-233-4646  (055-233-5908) （在薬）第131号           平成12年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,1075,0 有限会社山梨薬局 〒400-0856 （調基１）第29号          平成28年 4月 1日
     甲薬1075 甲府市伊勢四丁目１－３ （在薬）第231号           平成16年 4月 1日
     055-233-5405  (055-237-8074)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,1139,4 有限会社武田武藤薬局〒400-0015 （調基１）第30号          平成28年 4月 1日
     甲薬1139 甲府市大手一丁目２－３ （か薬）第2号             平成28年 4月 1日
     055-253-1714  (055-253-1736) （在薬）第5号             平成 7年 2月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,1176,6 健康堂調剤薬局　丸の〒400-0031 （調基１）第32号          平成28年 4月 1日
     甲薬1176 内店 甲府市丸の内二丁目９－１５ （後発調２）第179号       平成28年 9月 1日
     055-222-0106  (055-222-0106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,1186,5 ドラッグストアー健康〒400-0812 （調基１）第33号          平成28年 4月 1日
     甲薬1186 館サワ 甲府市和戸町１００２－３ （か薬）第170号           平成29年 4月 1日
     055-235-4193  (055-235-4193) （在薬）第502号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,1187,3 有限会社漢方堺屋薬局〒400-0032 （調基１）第34号          平成28年 4月 1日
     甲薬1187 甲府市中央四丁目４－１４
     055-232-2226  (055-232-2293)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日    4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3501,1207,9 朝日調剤薬局 〒400-0025 （調基１）第36号          平成28年 4月 1日
     甲薬1207 甲府市朝日一丁目６－１
     055-254-4359  (055-254-4359)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,1209,5 有限会社日眼甲府薬局〒400-0031 （調基１）第37号          平成28年 4月 1日
     甲薬1209 甲府市丸の内二丁目２５－９ （後発調２）第119号       平成28年 4月 1日
     055-228-8031  (055-228-8031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,1211,1 有限会社日眼甲府薬局〒400-0851 （調基１）第38号          平成28年 4月 1日
     甲薬1211 　住吉店 甲府市住吉一丁目１１－２２
     055-237-9218  (055-237-9218)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,1215,2 ナオル薬品 〒400-0851
     甲薬1215 甲府市住吉五丁目１８－２６
     055-241-3211  (055-241-3213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,1216,0 工藤薬局 〒400-0867 （調基１）第39号          平成28年 4月 1日
     甲薬1216 甲府市青沼一丁目１７－９ （在薬）第268号           平成19年 7月 1日
     055-227-9310  (055-227-9310)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,1224,4 有限会社池川薬局 〒400-0851 （調基１）第40号          平成28年 4月 1日
     甲薬1224 甲府市住吉四丁目１２－５
     055-235-4477  (055-235-4477)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,1234,3 野口快明堂 〒400-0074 （調基１）第41号          平成28年 4月 1日
     甲薬1234 甲府市千塚一丁目６－１７ （後発調１）第349号       平成29年 3月 1日
     055-252-4189  (055-252-4189) （在薬）第197号           平成15年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,1238,4 株式会社日医調剤　相〒400-0017 （調基１）第42号          平成28年 4月 1日
     甲薬1238 川調剤薬局 甲府市屋形二丁目１－７ （後発調１）第352号       平成29年 4月 1日
     055-252-3650  (055-252-3656) （か薬）第115号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第51号            平成10年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,1250,9 幸町薬局 〒400-0857 （調基１）第43号          平成28年 4月 1日
     甲薬1250 甲府市幸町２５－１
     055-233-7140  (055-233-7145)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,1254,1 健康堂調剤薬局　山宮〒400-0075 （調基１）第44号          平成28年 4月 1日
     甲薬1254 店 甲府市山宮町８８－８
     055-254-6606  (055-254-4506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,1256,6 健康堂調剤薬局　池田〒400-0062 （調基１）第45号          平成28年 4月 1日
     甲薬1256 店 甲府市池田一丁目２－７
     055-252-5506  (055-252-8806)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日    5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4601,1257,4 ミキ薬局　甲府南店 〒400-0832 （調基３）第1号           平成28年 4月 1日
     甲薬1257 甲府市増坪町堰向８２９－５ （在薬）第89号            平成11年12月 1日
     055-220-2431  (055-220-2432)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,1258,2 美咲調剤薬局 〒400-0007 （調基１）第46号          平成28年 4月 1日
     甲薬1258 甲府市美咲一丁目８－７ （調）第4号               平成28年 4月 1日
     055-254-1901  (055-254-1902) （後発調１）第303号       平成28年 8月 1日
     （薬菌）第8号             平成27年 7月 1日
     （在調）第17号            平成25年10月 1日
     （か薬）第38号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第55号            平成11年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,1260,8 健康堂調剤薬局　相生〒400-0858 （調基１）第47号          平成28年 4月 1日
     甲薬1260 店 甲府市相生二丁目４－１５ （後発調１）第272号       平成28年 5月 1日
     055-232-5506  (055-232-4506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,1261,6 株式会社ウエノ　ウエ〒400-0043 （調基１）第48号          平成28年 4月 1日
     甲薬1261 ノ薬局 甲府市国母一丁目４－７ （調）第5号               平成28年 4月 1日
     055-222-2131  (055-222-2139) （後発調２）第166号       平成28年 5月 1日
     （在調）第38号            平成28年 5月 1日
     （か薬）第39号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第158号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,1264,0 有限会社ハタノ薬局　〒400-0861 （調基１）第49号          平成28年 4月 1日
     甲薬1264 城東店 甲府市城東五丁目１７－２２ （在薬）第199号           平成15年 6月 1日
     055-221-2260  (055-221-2261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,1276,4 甲府調剤センター 〒400-0832 （調基１）第50号          平成28年 4月 1日
     甲薬1276 甲府市増坪町字阿原田５３１－４ （調）第46号              平成28年 6月 1日
     055-242-0081  (055-242-0082) （か薬）第116号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第112号           平成12年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,1278,0 甲府調剤センター　県〒400-0027 （調基１）第51号          平成28年 4月 1日
     甲薬1278 病院前 甲府市富士見一丁目７－３４ （調）第6号               平成28年 4月 1日
     055-255-6121  (055-255-6122) （後発調１）第273号       平成28年 5月 1日
     （薬菌）第3号             平成26年 5月 1日
     （在調）第19号            平成26年 5月 1日
     （か薬）第40号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第111号           平成12年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,1283,0 みどり薬局　富士見店〒400-0027 （調基１）第52号          平成28年 4月 1日
     甲薬1283 甲府市富士見１－５－２１ （調）第111号             平成29年11月 1日
     055-255-1122  (055-255-1123) （か薬）第182号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第193号           平成15年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日    6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5401,1285,5 有限会社　坂本薬局 〒400-0031 （調基１）第53号          平成28年 4月 1日
     甲薬1285 甲府市丸の内２丁目７－１０
     055-222-7018  (055-222-7022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,1286,3 仁助堂薬局 〒400-0866 （調基１）第54号          平成28年 4月 1日
     甲薬1286 甲府市若松町１１番１号 （調）第114号             平成30年 1月 1日
     055-235-4168  (055-235-4169) （か薬）第3号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第232号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,1295,4 健康堂調剤薬局　城東〒400-0861 （調基１）第55号          平成28年 4月 1日
     甲薬1295 店 甲府市城東４－１３－１１ （後発調１）第295号       平成28年 7月 1日
     055-227-6606  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,1300,2 アルプス薬局 〒400-0026 （調基１）第57号          平成28年 4月 1日
     甲薬1300 甲府市塩部４丁目１３－２３ （調）第60号              平成28年 9月 1日
     055-251-2767  (055-251-7957) （後発調１）第287号       平成28年 6月 1日
     （か薬）第103号           平成28年 5月23日
     （在薬）第228号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,1301,0 甲府グリーン薬局 〒400-0832 （調基１）第58号          平成28年 4月 1日
     甲薬1301 甲府市増坪町字阿原田５０７番地
     ４
     055-243-8607  (055-243-8607)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,1302,8 株式会社中沢薬局　和〒400-0812 （調基１）第59号          平成28年 4月 1日
     甲薬1302 戸店 甲府市和戸町３８２－１ （在薬）第419号           平成26年 4月 1日
     055-236-3200  (055-236-3201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,1304,4 アーク調剤薬局　相生〒400-0858 （調基１）第60号          平成28年 4月 1日
     甲薬1304 店 甲府市相生２－８－１５今井ビル （後発調１）第410号       平成30年 3月 1日
     １階 （在薬）第195号           平成15年 5月 8日
     055-221-2206  (055-221-2207)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,1305,1 有限会社酒折薬局 〒400-0805 （調基１）第61号          平成28年 4月 1日
     甲薬1305 甲府市酒折１丁目１６番２１号 （後発調１）第296号       平成28年 7月 1日
     055-235-0992  (055-235-0992)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,1306,9 セキテイ調剤薬局　美〒400-0007 （調基１）第62号          平成28年 4月 1日
     甲薬1306 咲店 甲府市美咲二丁目１０－１９
     055-255-5055  (055-255-5065)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,1308,5 ひろせ薬局 〒400-0027 （調基１）第63号          平成28年 4月 1日
     甲薬1308 甲府市富士見１－３－３２ （後発調１）第297号       平成28年 7月 1日
     055-251-2528  (055-251-1275) （在薬）第227号           平成16年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日    7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6401,1310,1 株式会社赤岡綜合薬局〒400-0024 （調基１）第64号          平成28年 4月 1日
     甲薬1310 　北口店 甲府市北口３丁目１－２ （後発調２）第227号       平成29年 9月 1日
     055-252-4595  (055-252-4582) （在調）第3号             平成24年 4月 1日
     （在薬）第237号           平成16年 5月24日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,1311,9 みさき薬局　北口 〒400-0024 （調基１）第65号          平成28年 4月 1日
     甲薬1311 甲府市北口１－１－３ワンストッ （調）第8号               平成28年 4月 1日
     プ１Ｆ （後発調１）第191号       平成28年 4月 1日
     055-220-3222  (055-220-3223) （薬菌）第9号             平成27年 7月 1日
     （在調）第24号            平成26年11月 1日
     （か薬）第42号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第241号           平成16年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,1314,3 あおぞら薬局　天神町〒400-0006 （調基１）第66号          平成28年 4月 1日
     甲薬1314 店 甲府市天神町１３－１３ （後発調２）第253号       平成30年 2月 1日
     055-240-6500  (055-240-6501) （在薬）第245号           平成16年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,1315,0 内藤薬局　飯田店 〒400-0035 （調基１）第67号          平成28年 4月 1日
     甲薬1315 甲府市飯田１－１－２２ （調）第88号              平成29年 6月 1日
     055-228-2961  (055-228-2962) （後発調２）第122号       平成28年 4月 1日
     （在調）第8号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第183号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第246号           平成16年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,1317,6 株式会社赤岡綜合薬局〒400-0836 （調基１）第68号          平成28年 4月 1日
     甲薬1317 　小瀬店 甲府市小瀬町２８番地１ （調）第80号              平成29年 4月 1日
     055-242-0678  (055-242-0677) （後発調１）第405号       平成30年 2月 1日
     （在調）第59号            平成29年10月 1日
     （か薬）第44号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第253号           平成17年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,1320,0 わかば薬局 〒400-0043 （調基１）第69号          平成28年 4月 1日
     甲薬1320 甲府市国母８－２７－１３
     055-230-1900  (055-230-1899)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,1322,6 セキテイ調剤薬局　後〒400-0051 （調基１）第70号          平成28年 4月 1日
     甲薬1322 屋店 甲府市古上条町１２－５
     055-243-8931  (055-243-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,1323,4 ミルキッズ調剤薬局 〒400-0058 （調基１）第71号          平成28年 4月 1日
     甲薬1323 甲府市宮原町字岡田２００１番地 （調）第10号              平成28年 4月 1日
     055-243-6500  （後発調２）第123号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第4号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第360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

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日    8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7201,1324,2 ウエルシア薬局　大里〒400-0053 （調基１）第72号          平成28年 4月 1日
     甲薬1324 店 甲府市大里町１８３４ （後発調１）第409号       平成30年 3月 1日
     055-241-5530  (055-241-5331) （在薬）第426号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,1326,7 株式会社みやび　みや〒400-0064 （調基１）第73号          平成28年 4月 1日
     甲薬1326 び甲府薬局 甲府市下飯田二丁目３－３１ （調）第89号              平成29年 7月 1日
     055-225-2226  （後発調２）第182号       平成28年10月 1日
     （在調）第45号            平成28年 9月 1日
     （か薬）第190号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第274号           平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,1328,3 あおぞら薬局　富士見〒400-0035 （調基１）第74号          平成28年 4月 1日
     甲薬1328 店 甲府市飯田２－３－６ （調）第85号              平成29年 5月 1日
     055-225-0003  (055-225-0004) （後発調２）第219号       平成29年 7月 1日
     （在調）第63号            平成29年12月 1日
     （か薬）第46号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第289号           平成20年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,1331,7 もも薬局 〒400-0061 （調基１）第75号          平成28年 4月 1日
     甲薬1331 甲府市荒川二丁目７番３号
     055-251-6158  (055-267-7288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,1333,3 あおぞら薬局　国母店〒400-0043 （調基１）第76号          平成28年 4月 1日
     甲薬1333 甲府市国母１－２２－２４ （後発調２）第259号       平成30年 3月 1日
     055-222-2857  (055-222-2859) （在薬）第288号           平成20年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,1334,1 ヤマグチ薬局　甲府店〒400-0047 （調基３）第2号           平成28年 4月 1日
     甲薬1334 甲府市徳行１－７－３５リラ・コ
     ート１Ｆ
     055-236-0700  (055-236-0701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,1337,4 健康堂調剤薬局　塩部〒400-0026 （調基１）第77号          平成28年 4月 1日
     甲薬1337 店 甲府市塩部４－１６－２
     055-255-5506  (055-255-5606)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,1340,8 みさき薬局　北新 〒400-0005 （調基１）第78号          平成28年 4月 1日
     甲薬1340 甲府市北新１－１－１９ （調）第12号              平成28年 4月 1日
     055-267-8877  (055-267-8878) （薬菌）第10号            平成27年 7月 1日
     （在調）第55号            平成29年 7月 1日
     （か薬）第48号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第340号           平成23年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,1341,6 ふれあい薬局 〒400-0843 （調基１）第79号          平成28年 4月 1日
     甲薬1341 甲府市東下条町８７－１ （在薬）第320号           平成22年 9月 1日
     055-268-3600  (055-268-3601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日    9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8101,1342,4 アーク調剤薬局　上阿〒400-0814 （調基１）第80号          平成28年 4月 1日
     甲薬1342 原店 甲府市上阿原町４４６－１－Ａ （調）第40号              平成28年 5月 1日
     055-223-7706  (055-223-7707) （後発調２）第175号       平成28年 7月 1日
     （在調）第4号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第5号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第286号           平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,1343,2 株式会社中沢薬局　徳〒400-0047 （調基１）第81号          平成28年 4月 1日
     甲薬1343 行店 甲府市徳行２丁目３８２－３５
     055-268-3900  (055-268-3901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,1344,0 健康堂調剤薬局　大国〒400-0053 （調基１）第82号          平成28年 4月 1日
     甲薬1344 店 甲府市大里町１８６２ （後発調２）第124号       平成28年 4月 1日
     055-243-7806  (055-243-9906) （か薬）第49号            平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,1346,5 ウエルシア薬局　甲府〒400-0067 （調基３）第3号           平成28年 4月 1日
     甲薬1346 池田店 甲府市長松寺町１番９号 （後発調１）第348号       平成29年 3月 1日
     055-236-3825  (055-236-3826) （在薬）第427号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,1347,3 いちご薬局 〒400-0046 （調基１）第83号          平成28年 4月 1日
     甲薬1347 甲府市下石田２－１６－２２ （後発調２）第125号       平成28年 4月 1日
     055-233-6241  (055-233-6248)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,1348,1 ひまわり薬局 〒400-0061 （調基１）第84号          平成28年 4月 1日
     甲薬1348 甲府市荒川１－１１－１２ （後発調１）第196号       平成28年 4月 1日
     055-253-1175  (055-251-3358) （在薬）第294号           平成21年 5月 3日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,1350,7 ウエルシア薬局　甲府〒400-0866 （調基１）第85号          平成28年 4月 1日
     甲薬1350 若松店 甲府市若松町８番６号 （後発調２）第240号       平成29年12月 1日
     055-236-6606  (055-236-6607) （在薬）第428号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,1351,5 アーク調剤薬局　石田〒400-0046 （調基１）第86号          平成28年 4月 1日
     甲薬1351 店 甲府市下石田２丁目１－１４ （後発調１）第198号       平成28年 4月 1日
     055-287-7778  (055-287-7779) （在調）第41号            平成28年 9月 1日
     （か薬）第104号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第297号           平成21年 7月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,1352,3 株式会社中沢薬局　甲〒400-0053 （調基１）第87号          平成28年 4月 1日
     甲薬1352 府オオサト店 甲府市大里町２３３１－４８
     055-268-3800  (055-268-3801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,1353,1 サンロード調剤　富士〒400-0027 （調基１）第88号          平成28年 4月 1日
     甲薬1353 見店 甲府市富士見一丁目５－２０ （調）第13号              平成28年 4月 1日
     055-220-3588  (055-220-3589) （後発調１）第288号       平成28年 6月 1日
     （か薬）第50号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第316号           平成22年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9101,1354,9 有限会社のぞみ薬局 〒400-0075 （調基１）第89号          平成28年 4月 1日
     甲薬1354 甲府市山宮町８８５－３福島店舗 （後発調１）第199号       平成28年 4月 1日
     　１号室 （在調）第10号            平成24年 4月 1日
     055-251-1193  (055-251-4193) （在薬）第315号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,1356,4 ヒロ薬局　甲府店 〒400-0832 （調基１）第421号         平成29年 4月 1日
     甲薬1356 甲府市増坪町５３１－３ （後発調２）第260号       平成30年 3月 1日
     055-242-0013  (055-242-0014) （在調）第52号            平成29年 6月 1日
     （在薬）第302号           平成21年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,1357,2 カワチ薬局　小瀬店 〒400-0831 （調基１）第90号          平成28年 4月 1日
     甲薬1357 甲府市上町２４２５－１
     055-242-2720  (055-242-2721)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,1360,6 一般財団法人医薬分業〒400-0832 （調基１）第91号          平成28年 4月 1日
     甲薬1360 支援センター　甲府南甲府市増坪町４４７－１ （後発調１）第380号       平成29年10月 1日
     薬局 055-220-2521  (055-220-2522) （在薬）第312号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,1363,0 ウエルシア薬局　甲府〒400-0047 （調基１）第93号          平成28年 4月 1日
     甲薬1363 徳行店 甲府市徳行２丁目１４番２３号 （後発調２）第251号       平成30年 2月 1日
     055-236-6631  (055-236-6632) （在薬）第429号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,1364,8 たいよう薬局 〒400-0832 （調基１）第94号          平成28年 4月 1日
     甲薬1364 甲府市増坪町４１６番 （後発調２）第228号       平成29年 9月 1日
     055-269-5550  (055-269-5530) （在薬）第323号           平成22年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,1365,5 株式会社ウエノ　ウエ〒400-1508 （調基１）第95号          平成28年 4月 1日
     甲薬1365 ノ南薬局 甲府市下曽根町５１８ （か薬）第101号           平成28年 5月20日
     055-288-1122  (055-288-1123) （在薬）第324号           平成22年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,1367,1 アロマ調剤薬局　城東〒400-0861 （調基１）第96号          平成28年 4月 1日
     甲薬1367 店 甲府市城東４－１７－５
     055-269-6022  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,1375,4 くるみ薬局 〒400-0062 （調基１）第97号          平成28年 4月 1日
     甲薬1375 甲府市池田１丁目１１－５ （後発調１）第202号       平成28年 4月 1日
     055-269-8923  (055-269-8933) （在薬）第346号           平成23年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,1376,2 アトム薬局　大里店 〒400-0058 （調基１）第98号          平成28年 4月 1日
     甲薬1376 甲府市宮原町２１１－１ （後発調２）第167号       平成28年 5月 1日
     055-269-8493  (055-269-8393) （在薬）第440号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10101,1377,0 株式会社ウエノ　ウエ〒400-0026 （調基１）第99号          平成28年 4月 1日
     甲薬1377 ノ塩部薬局 甲府市塩部四丁目４－８ （調）第47号              平成28年 6月 1日
     055-255-5025  (055-255-5026) （後発調１）第390号       平成29年11月 1日
     （在調）第51号            平成29年 5月 1日
     （か薬）第102号           平成28年 5月20日
     （在薬）第347号           平成23年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,1383,8 日本調剤　和戸薬局 〒400-0812 （調基１）第101号         平成28年 4月 1日
     甲薬1383 甲府市和戸町６２０－１ （後発調２）第127号       平成28年 4月 1日
     055-236-2330  (055-236-2331) （か薬）第191号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第368号           平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,1384,6 日本調剤　甲府薬局 〒400-0812 （調基１）第102号         平成28年 4月 1日
     甲薬1384 甲府市和戸町６８５－３ （調）第41号              平成28年 5月 1日
     055-220-1050  (055-220-1051) （後発調２）第128号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第93号            平成28年 5月 1日
     （在薬）第377号           平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,1385,3 ウエルシア薬局　甲府〒400-0027 （調基１）第103号         平成28年 4月 1日
     甲薬1385 富士見店 甲府市富士見一丁目２２－７ （後発調１）第365号       平成29年 5月 1日
     055-255-1631  (055-255-1631) （在薬）第430号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,1386,1 みさき薬局　甲府北口〒400-0024 （調基１）第104号         平成28年 4月 1日
     甲薬1386 甲府市北口２丁目９－１２ニシコ （調）第15号              平成28年 4月 1日
     ー北口駅前ビル　１Ｆ （薬菌）第1号             平成24年 7月 1日
     055-288-9200  (055-288-9201) （在調）第23号            平成26年 9月 1日
     （か薬）第51号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第387号           平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,1391,1 藤田薬局 〒400-0025 （調基１）第107号         平成28年 4月 1日
     甲薬1391 甲府市朝日１丁目３番１２号甲府 （在薬）第478号           平成28年 4月 1日
     北口第一生命ビル　１階
     055-254-7716  (055-254-2760)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,1392,9 アーク調剤薬局　甲府〒400-0049 （調基１）第108号         平成28年 4月 1日
     甲薬1392 西店 甲府市富竹１丁目３－１３ （後発調２）第168号       平成28年 6月 1日
     055-298-4677  (055-298-4678) （在調）第14号            平成25年 2月 1日
     （在薬）第397号           平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801,1393,7 株式会社日医調剤　あ〒400-0025 （調基１）第109号         平成28年 4月 1日
     甲薬1393 さひ薬局 甲府市朝日３－１１－２９ （後発調２）第208号       平成29年 4月 1日
     055-269-7780  (055-269-7781) （在薬）第398号           平成25年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,1395,2 ハートフル薬局　国母〒400-0043 （調基１）第111号         平成28年 4月 1日
     甲薬1395 店 甲府市国母５丁目１６－１９ （後発調１）第401号       平成29年12月 1日
     055-298-6011  (055-298-6012) （か薬）第149号           平成28年10月 1日
     （在薬）第400号           平成25年 2月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11001,1397,8 はらさわ調剤薬局 〒400-0856 （調基１）第113号         平成28年 4月 1日
     甲薬1397 甲府市伊勢３丁目８－３８ （後発調２）第129号       平成28年 4月 1日
     055-298-6655  (055-298-6656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,1398,6 有限会社さくら　さく〒400-0027 （調基１）第114号         平成28年 4月 1日
     甲薬1398 ら調剤薬局　甲府店 甲府市富士見１丁目５番１９号 （後発調１）第391号       平成29年11月 1日
     055-298-6511  (055-298-6512) （在薬）第479号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,1399,4 日本調剤　横沢薬局 〒400-0025 （調基特１）第2号         平成29年12月 1日
     甲薬1399 甲府市朝日３－１１－３０ （調）第112号             平成29年12月 1日
     055-220-3120  (055-220-3120) （後発調２）第183号       平成28年10月 1日
     （か薬）第131号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第417号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,1402,6 サンロード調剤 〒400-0025 （調基１）第115号         平成28年 4月 1日
     甲薬1402 甲府市朝日３丁目１１－３０ （調）第75号              平成29年 3月 1日
     055-220-3610  (055-220-3620) （後発調１）第368号       平成29年 6月 1日
     （か薬）第166号           平成29年 3月 1日
     （在薬）第412号           平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,4001,3 大和薬局　甲府調剤 〒400-0041 （調基１）第116号         平成28年 4月 1日
     甲薬4001 甲府市上石田２－１９－７ （後発調１）第319号       平成28年10月 1日
     055-228-1993  （か薬）第179号           平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,4002,1 ウエルシア薬局　甲府〒400-0815 （調基１）第117号         平成28年 4月 1日
     甲薬4002 和戸店 甲府市国玉町３２８－１ （後発調１）第397号       平成29年12月 1日
     055-231-8105  (055-231-8106) （在薬）第431号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,4003,9 サンロード調剤　丸の〒400-0031 （調基１）第118号         平成28年 4月 1日
     甲薬4003 内店 甲府市丸の内１丁目１６－１１ （調）第16号              平成28年 4月 1日
     055-235-4915  (055-235-7455) （後発調２）第225号       平成29年 8月 1日
     （か薬）第171号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第451号           平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,4004,7 スマイル調剤薬局 〒400-0043 （調基１）第119号         平成28年 4月 1日
     甲薬4004 甲府市国母７－５－３３
     055-267-7603  (055-267-7604)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,4005,4 みさき薬局　里吉 〒400-0822 （調基１）第120号         平成28年 4月 1日
     甲薬4005 甲府市里吉２－６－２７ （後発調１）第404号       平成30年 1月 1日
     055-225-6500  (055-225-6501) （在薬）第443号           平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,4006,2 公益社団法人甲府市薬〒400-0857 （調基１）第121号         平成28年 4月 1日
     甲薬4006 剤師会　救急調剤薬局甲府市幸町１４－６
     055-236-4200  (055-236-4201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12001,4007,0 有限会社フロイント　〒400-0026 （調基１）第122号         平成28年 4月 1日
     甲薬4007 塩部薬局 甲府市塩部４丁目１４番１号 （調）第65号              平成28年12月 1日
     055-240-6251  (055-240-6252) （後発調１）第402号       平成29年12月 1日
     （か薬）第154号           平成28年12月 1日
     （在薬）第455号           平成26年11月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,4008,8 みさき薬局　武田 〒400-0016 （調基１）第123号         平成28年 4月 1日
     甲薬4008 甲府市武田３丁目７－１タクマビ （調）第17号              平成28年 4月 1日
     ル１Ｆ （薬菌）第5号             平成27年 5月 1日
     055-269-6868  (055-269-6869) （在調）第35号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第53号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第454号           平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,4009,6 マリィ薬局 〒400-0821 （調基１）第124号         平成28年 4月 1日
     甲薬4009 甲府市砂田町１１５９－４
     055-234-5679  (055-234-5669)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,4010,4 調剤薬局ツルハドラッ〒400-0027 （調基１）第125号         平成28年 4月 1日
     甲薬4010 グ甲府富士見店 甲府市富士見１丁目６番１３号 （後発調１）第392号       平成29年11月 1日
     055-255-3268  （在薬）第459号           平成27年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,4011,2 株式会社ウエノ　ウエ〒400-0007 （調基１）第126号         平成28年 4月 1日
     甲薬4011 ノ美咲薬局 甲府市美咲１丁目１番２６号 （後発調１）第366号       平成29年 6月 1日
     055-298-6451  (055-298-6452) （か薬）第211号           平成29年11月 1日
     （在薬）第462号           平成27年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,4012,0 ファーマみらい　西下〒400-0054 （調基１）第422号         平成29年 4月 1日
     甲薬4012 条薬局 甲府市西下条町１７番地 （後発調２）第130号       平成28年 4月 1日
     055-298-4527  (055-298-4528) （薬菌）第6号             平成27年 6月 1日
     （在調）第29号            平成27年 9月 1日
     （在薬）第466号           平成27年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,4013,8 みさき薬局　小瀬 〒400-0832 （調基１）第127号         平成28年 4月 1日
     甲薬4013 甲府市増坪町５４１－１ （調）第66号              平成28年12月 1日
     055-242-7370  (055-242-7789) （在調）第48号            平成29年 1月 1日
     （か薬）第54号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第467号           平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,4014,6 一般財団法人医薬分業〒400-0007 （調基１）第128号         平成28年 4月 1日
     甲薬4014 支援センター　甲府北甲府市美咲２－１０－１６ （在薬）第470号           平成27年 8月31日
     薬局 055-253-0623  (055-253-1578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,4015,3 日眼甲府薬局　湯村支〒400-0073 （調基１）第199号         平成28年 4月 1日
     甲薬4015 店 甲府市湯村１丁目９－２３
     055-252-9992  (055-252-9992)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12901,4016,1 正和堂薬局 〒400-0026 （調基１）第129号         平成28年 4月 1日
     甲薬4016 甲府市塩部一丁目１１番１１号
     055-251-3933  (055-251-3313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,4017,9 しらゆり調剤薬局 〒400-0014 （調基１）第394号         平成28年 5月 1日
     甲薬4017 甲府市古府中町４８１０－１ （か薬）第219号           平成30年 3月 1日
     055-234-5121  (055-234-5120) （在薬）第473号           平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101,4019,5 さと薬局 〒400-0049 （調基１）第400号         平成28年 6月 1日
     甲薬4019 甲府市富竹１－１１－１０ （後発調２）第184号       平成28年10月 1日
     055-225-5171  (055-225-5172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,4020,3 ファーマみらい甲府中〒400-0862 （調基１）第407号         平成28年11月 1日
     甲薬4020 央薬局 甲府市朝気１－９３－２ （後発調２）第195号       平成29年 2月 1日
     055-269-6805  (055-269-6806) （在薬）第496号           平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,4021,1 アイセイ薬局　貢川店〒400-0069 （調基３）第22号          平成28年10月 1日
     甲薬4021 甲府市中村町１４－７ （後発調２）第261号       平成30年 3月 1日
     055-228-5500  (055-228-5515) （在薬）第497号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401,4022,9 アーク調剤薬局　甲府〒400-0813 （調基１）第409号         平成28年12月 1日
     甲薬4022 向町店 甲府市向町２５９－１ （後発調１）第367号       平成29年 6月 1日
     055-234-5555  (055-234-5556) （在調）第58号            平成29年 9月 1日
     （在薬）第500号           平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,4023,7 あめみや調剤薬局 〒400-0853 （調基１）第411号         平成28年11月21日
     甲薬4023 甲府市下小河原町３０－７
     055-241-4421  (055-241-4421)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601,4024,5 あすなろ甲府薬局 〒400-0034 （調基２）第13号          平成29年 4月 1日
     甲薬4024 甲府市宝１丁目９番１号読売ビル （後発調２）第215号       平成29年 4月 1日
     内 （在調）第50号            平成29年 4月 1日
     055-228-4024  (055-221-1312) （か薬）第178号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第513号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,4025,2 ハートフル薬局甲府東〒400-0821 （調基１）第430号         平成29年 6月 1日
     甲薬4025 店 甲府市砂田町１０－２ （後発調２）第229号       平成29年 9月 1日
     055-267-6617  (055-267-6618) （在薬）第514号           平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,4026,0 アイセイ薬局　国母店〒400-0043 （調基１）第439号         平成29年10月 1日
     甲薬4026 甲府市国母８－２８－１８ （調）第107号             平成29年10月 1日
     055-288-1188  (055-288-1187) （後発調２）第235号       平成29年10月 1日
     （在調）第60号            平成29年10月 1日
     （か薬）第204号           平成29年10月 1日
     （在薬）第523号           平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13901,4027,8 アイセイ薬局　善光寺〒400-0806 （調基３）第27号          平成29年10月 1日
     甲薬4027 店 甲府市善光寺１－２５－５ （か薬）第205号           平成29年10月 1日
     055-269-8877  (055-269-8855) （在薬）第524号           平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001,4028,6 アイセイ薬局　小瀬店〒400-0836 （調基１）第440号         平成29年10月 1日
     甲薬4028 甲府市小瀬町１１４２－３ （調）第110号             平成29年10月 1日
     055-242-2311  (055-242-2312) （後発調１）第387号       平成29年10月 1日
     （在調）第61号            平成29年10月 1日
     （か薬）第206号           平成29年10月 1日
     （在薬）第525号           平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101,4029,4 クスリのサンロード薬〒400-0045 （調基１）第451号         平成30年 3月 1日
     甲薬4029 局　後屋店 甲府市後屋町４４６－１
     055-288-1226  (055-288-1226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14202,0036,1 福島屋薬局 〒405-0006 （調基１）第130号         平成28年 4月 1日
     山薬36 山梨市小原西７４２
     0553-22-0052  (0553-22-4624)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14302,1015,4 有限会社ひかり調剤薬〒405-0006 （調基１）第131号         平成28年 4月 1日
     山薬1015 局 山梨市小原西７２３ （後発調２）第230号       平成29年 9月 1日
     0553-23-0486  (0553-23-0486)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14402,1016,2 株式会社山梨薬剤セン〒405-0031 （調基２）第3号           平成28年 4月 1日
     山薬1016 ター 山梨市万力１１０番地 （か薬）第6号             平成28年 4月 1日
     0553-23-1321  (0553-23-3151) （在薬）第26号            平成 8年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14502,1019,6 健康館サワ　山梨店 〒405-0024 （調基１）第132号         平成28年 4月 1日
     山薬1019 山梨市歌田字金桜３４４－３ （在薬）第532号           平成29年12月 1日
     0553-22-9393  (0553-22-9393)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14602,1022,0 株式会社ハーティ加納〒405-0018 （調基１）第133号         平成28年 4月 1日
     山薬1022 岩薬局 山梨市上神内川１１３５－１ （在薬）第23号            平成 8年 8月 1日
     0553-22-8822  (0553-22-8842)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14702,1032,9 サンク調剤薬局 〒405-0018 （調基１）第134号         平成28年 4月 1日
     山薬1032 山梨市上神内川１５０番地２ （在薬）第390号           平成24年 8月 1日
     0553-22-3739  (0553-22-3821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14802,1033,7 カイ調剤薬局 〒405-0017 （調基２）第14号          平成29年 8月 1日
     山薬1033 山梨市下神内川２１２－４
     0553-21-7277  (0553-21-7278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14902,1035,2 ハーティいしもり薬局〒405-0015 （調基１）第136号         平成28年 4月 1日
     山薬1035 山梨市下石森１３３８－２４ （後発調２）第243号       平成30年 1月 1日
     0553-23-5605  (0553-23-5606)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15002,1037,8 クスリのサンロード薬〒405-0006 （調基１）第137号         平成28年 4月 1日
     山薬1037 局　小原西店 山梨市小原西字今田１０６８－１ （在薬）第336号           平成23年 3月 1日
     0553-21-8167  (0553-21-8168)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15102,1039,4 株式会社まきおか薬局〒404-0013 （調基１）第138号         平成28年 4月 1日
     山薬1039 山梨市牧丘町窪平２９２－１ （後発調２）第202号       平成29年 3月 1日
     0553-35-5000  (0553-35-5001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15202,1042,8 アーク調剤薬局　山梨〒405-0006 （調基１）第139号         平成28年 4月 1日
     山薬1042 店 山梨市小原西１６８番地 （後発調２）第262号       平成30年 3月 1日
     0553-23-1001  （在調）第5号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第214号           平成30年 1月 1日
     （在薬）第260号           平成18年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15302,1043,6 株式会社赤岡綜合薬局〒405-0018 （調基１）第140号         平成28年 4月 1日
     山薬1043 　加納岩店 山梨市上神内川１２９５－４ （在調）第65号            平成30年 1月 1日
     0553-22-1757  (0553-22-3834) （在薬）第266号           平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15402,1045,1 さくら薬局　山梨店 〒405-0018 （調基１）第141号         平成28年 4月 1日
     山薬1045 山梨市上神内川１１３９－１ （在薬）第317号           平成22年 4月 1日
     0553-22-9444  (0553-22-9445)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15502,1049,3 日本調剤　八幡薬局 〒405-0041 （調基１）第142号         平成28年 4月 1日
     山薬1049 山梨市北５１４－２ （後発調２）第132号       平成28年 4月 1日
     0553-23-5500  (0553-23-5516) （か薬）第169号           平成29年 3月 1日
     （在薬）第376号           平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15602,1052,7 ハートフル薬局 〒405-0007 （調基１）第143号         平成28年 4月 1日
     山薬1052 山梨市七日市場字高芝原８４９番 （後発調１）第345号       平成29年 2月 1日
     ３ （在薬）第399号           平成25年 2月 1日
     0553-39-8364  (0553-39-8365)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15702,4000,3 大和薬局　万力店 〒405-0031 （調基１）第144号         平成28年 4月 1日
     山薬4000 山梨市万力７０－１
     0553-39-9122  (0553-39-9122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15802,4001,1 アイリス調剤薬局　三〒405-0011 （調基１）第145号         平成28年 4月 1日
     山薬4001 ヶ所店 山梨市三ケ所１１４０番地 （後発調２）第254号       平成30年 3月 1日
     0553-21-9001  (0553-21-9002) （在薬）第477号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15902,4002,9 加納岩調剤薬局 〒405-0018 （調基１）第146号         平成28年 4月 1日
     山薬4002 山梨市上神内川１１２６－２ （在薬）第476号           平成28年 4月 1日
     0553-21-9003  (0553-21-9004)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16002,4003,7 ときわ調剤センター 〒405-0031 （調基１）第147号         平成28年 4月 1日
     山薬4003 山梨市万力７５番地及び万力８０ （在薬）第458号           平成27年 2月 1日
     番地の１
     0553-21-8151  (0553-21-8152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16102,4004,5 富士薬局 〒405-0018 （調基１）第148号         平成28年 4月 1日
     山薬4004 山梨市上神内川４７ （調）第19号              平成28年 4月 1日
     0553-22-1457  (0553-22-9198) （後発調２）第247号       平成30年 1月 1日
     （在調）第34号            平成28年 2月 1日
     （か薬）第8号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第474号           平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16202,4005,2 ウエルシア薬局　山梨〒405-0007 （調基１）第434号         平成29年 9月 1日
     山薬4005 七日市場店 山梨市七日市場８６３ （後発調２）第245号       平成30年 1月 1日
     0553-21-7021  (0553-21-7023) （在薬）第518号           平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16302,4006,0 サンドラッグ万力薬局〒405-0031 （調基１）第447号         平成30年 1月 1日
     山薬4006 山梨市万力７７番 （在薬）第533号           平成30年 1月 1日
     0553-20-7016  (0553-20-7017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16406,1002,3 合同会社唐木屋薬局 〒409-3601 （調基１）第149号         平成28年 4月 1日
     代薬1002 西八代郡市川三郷町市川大門１２ （在薬）第74号            平成11年 7月 1日
     ２３
     055-272-0021  (055-272-8826)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16506,1016,3 有限会社さくら　市川〒409-3601 （調基１）第150号         平成28年 4月 1日
     代薬1016 大門調剤薬局 西八代郡市川三郷町市川大門４４ （調）第98号              平成29年 9月 1日
     １－１ （か薬）第196号           平成29年 8月 1日
     055-272-3987  (055-272-3998) （在薬）第145号           平成13年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16606,1017,1 株式会社日医調剤　市〒409-3601 （調基１）第151号         平成28年 4月 1日
     代薬1017 川大門薬局 西八代郡市川三郷町市川大門４４ （調）第67号              平成28年12月 1日
     ３－３ （後発調２）第133号       平成28年 4月 1日
     055-272-0439  (055-272-0445) （か薬）第155号           平成28年12月 1日
     （在薬）第156号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16706,1020,5 六郷調剤薬局 〒409-3244 （調基１）第152号         平成28年 4月 1日
     代薬1020 西八代郡市川三郷町岩間２２２６ （後発調１）第298号       平成28年 7月 1日
     番地１ （在薬）第493号           平成28年 9月 1日
     0556-32-1177  (0556-32-1178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16806,4000,4 ケーツーメディカル株〒409-3606 （調基１）第153号         平成28年 4月 1日
     代薬4000 式会社　市川三郷薬局西八代郡市川三郷町高田５１７番 （後発調２）第134号       平成28年 4月 1日
     地２ （在薬）第469号           平成27年10月 1日
     055-272-3151  (055-272-3152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16906,4001,2 ウエルシア薬局　市川〒409-3601 （調基１）第435号         平成29年 9月 1日
     代薬4001 三郷店 西八代郡市川三郷町市川大門２４ （後発調１）第406号       平成30年 2月 1日
     ４ （在薬）第519号           平成29年 9月 1日
     055-278-8801  (055-278-8802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17007,0011,3 クオン薬局 〒409-2524 （調基１）第154号         平成28年 4月 1日
     南薬11 南巨摩郡身延町身延３７１８ （後発調１）第215号       平成28年 4月 1日
     0556-62-0261  (0556-62-3300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17107,0018,8 レモン薬局 〒400-0501 （調基１）第155号         平成28年 4月 1日
     南薬18 南巨摩郡富士川町青柳町１１３５ （薬菌）第12号            平成28年 6月 1日
     －１ （在薬）第53号            平成11年 1月 1日
     0556-22-6643  (0556-22-8333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17207,0019,6 くすりの花屋 〒409-2732 （調基１）第156号         平成28年 4月 1日
     南薬19 南巨摩郡早川町高住６１３－２ （後発調１）第275号       平成28年 5月 1日
     0556-45-3045  (0556-45-3046) （か薬）第124号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第104号           平成12年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17307,0026,1 井上薬局 〒400-0601 （調基１）第157号         平成28年 4月 1日
     南薬26 南巨摩郡富士川町鰍沢１５９４ （在薬）第118号           平成12年 4月 1日
     0556-22-0006  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17407,0028,7 天洋堂薬局 〒409-2524 （調基１）第158号         平成28年 4月 1日
     南薬28 南巨摩郡身延町身延３７０５
     05566-2-0048  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17507,0036,0 下部薬局 〒409-2936 （調基１）第159号         平成28年 4月 1日
     南薬36 南巨摩郡身延町常葉８１４－１ （後発調１）第216号       平成28年 4月 1日
     0556-36-0530  (0556-36-0537)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17607,0039,4 あい調剤薬局 〒400-0501 （調基１）第160号         平成28年 4月 1日
     南薬39 南巨摩郡富士川町青柳町９８９－ （調）第20号              平成28年 4月 1日
     ３ （か薬）第9号             平成28年 4月 1日
     0556-42-9010  （在薬）第287号           平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17707,0041,0 志村衛生堂薬局 〒400-0601 （調基１）第161号         平成28年 4月 1日
     南薬41 南巨摩郡富士川町鰍沢１８０１ （在薬）第311号           平成22年 4月 1日
     0556-22-0017  (0556-22-2405)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17807,1002,1 有限会社富屋薬局 〒409-2212 （調基１）第162号         平成28年 4月 1日
     南薬1002 南巨摩郡南部町南部８５２５ （在薬）第120号           平成12年 4月 1日
     0556-64-2511  (0556-64-2202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17907,1031,0 有限会社さくら　中富〒409-3423 （調基１）第163号         平成28年 4月 1日
     南薬1031 調剤薬局 南巨摩郡身延町飯富１８７８－１ （調）第95号              平成29年 8月 1日
     0556-42-4378  (0556-42-4379) （か薬）第192号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第82号            平成11年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18007,1032,8 有限会社さくら　鰍沢〒400-0601 （調基１）第164号         平成28年 4月 1日
     南薬1032 調剤薬局 南巨摩郡富士川町鰍沢１５３－５ （か薬）第197号           平成29年 8月 1日
     ０ （在薬）第83号            平成11年10月 1日
     0556-20-1231  (0556-20-1232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18107,1040,1 有限会社さくら　さく〒409-2531 （調基１）第165号         平成28年 4月 1日
     南薬1040 ら調剤薬局 南巨摩郡身延町梅平２４８３－４ （か薬）第202号           平成29年 9月 1日
     ７ （在薬）第293号           平成21年 4月 1日
     0556-62-3987  (0556-62-3988)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18207,1042,7 中沢薬局　鰍沢店 〒400-0601 （調基１）第166号         平成28年 4月 1日
     南薬1042 南巨摩郡富士川町鰍沢１８７－１ （在薬）第420号           平成26年 4月 1日
     0556-48-8656  (0556-48-8657)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18307,4000,2 ミナミ調剤薬局 〒409-3423 （調基１）第167号         平成28年 4月 1日
     南薬4000 南巨摩郡身延町飯富１７０４ （後発調２）第263号       平成30年 3月 1日
     0556-48-8625  (0556-48-8926)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18407,4001,0 株式会社中沢薬局　南〒409-2212 （調基１）第168号         平成28年 4月 1日
     南薬4001 部店 南巨摩郡南部町南部８０３４－１ （在薬）第452号           平成26年 8月 1日
     0556-64-8320  (0556-64-8321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18507,4003,6 みのぶ調剤薬局 〒409-2531 （調基１）第169号         平成28年 4月 1日
     南薬4003 南巨摩郡身延町梅平２４８３－１ （後発調１）第217号       平成28年 4月 1日
     １８ （か薬）第56号            平成28年 4月 1日
     0556-62-2112  (0556-62-2113) （在薬）第464号           平成27年 3月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18607,4004,4 有限会社さくら　さく〒400-0601 （調基１）第405号         平成28年 9月 1日
     南薬4004 ら調剤薬局富士川店 南巨摩郡富士川町鰍沢１５３－３
     ９
     0556-48-8751  (0556-48-8752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18707,4005,1 セキテイ調剤薬局　ふ〒400-0501 （調基１）第448号         平成30年 2月 1日
     南薬4005 じかわ店 南巨摩郡富士川町青柳町１７４８
     －１
     0556-20-8931  (0556-20-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18808,0089,7 昭和薬局 〒409-3861 （調基１）第170号         平成28年 4月 1日
     中薬89 中巨摩郡昭和町紙漉阿原２１６－ （後発調１）第312号       平成28年 9月 1日
     １
     055-275-4187  (055-275-4187)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18908,1086,2 健康館サワ　昭和店 〒409-3866 （調基１）第171号         平成28年 4月 1日
     中薬1086 中巨摩郡昭和町西条１４４８－３ （在薬）第475号           平成28年 4月 1日
     055-275-1293  (055-275-1293)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19008,1105,0 オリーブ薬局 〒409-3861 （調基２）第4号           平成28年 4月 1日
     中薬1105 中巨摩郡昭和町紙漉阿原２７－３ （後発調１）第218号       平成28年 4月 1日
     055-240-7707  (055-240-7708) （在薬）第135号           平成12年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19108,1129,0 株式会社日医調剤　昭〒409-3866 （調基１）第173号         平成28年 4月 1日
     中薬1129 和薬局 中巨摩郡昭和町西条５００３番５ （在薬）第263号           平成18年11月 1日
     055-275-8400  (055-275-8401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19208,1130,8 健康堂調剤薬局　南西〒409-3867 （調基１）第174号         平成28年 4月 1日
     中薬1130 店 中巨摩郡昭和町清水新居５０３－
     ３
     055-228-7806  (055-228-9806)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19308,1131,6 アポロ薬局 〒409-3863 （調基１）第175号         平成28年 4月 1日
     中薬1131 中巨摩郡昭和町河東中島７４８－ （後発調１）第308号       平成28年 8月 1日
     １５ （薬菌）第14号            平成28年 9月 1日
     055-287-6333  (055-287-6335) （在薬）第296号           平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19408,1132,4 イオン薬局　甲府昭和〒409-3852 （調基１）第415号         平成29年 4月 1日
     中薬1132 店 中巨摩郡昭和町飯喰１５０５－１ （後発調１）第341号       平成29年 2月 1日
     055-268-7690  (055-268-7691) （在薬）第410号           平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19508,1133,2 調剤薬局和み乃　昭和〒409-3852 （調基１）第176号         平成28年 4月 1日
     中薬1133 店 中巨摩郡昭和町飯喰字村西１５５ （後発調２）第135号       平成28年 4月 1日
     ２番１ （か薬）第156号           平成28年12月 1日
     055-275-0300  (055-275-0300) （在薬）第362号           平成23年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19608,1134,0 ウエルシア薬局　甲府〒409-3852 （調基１）第177号         平成28年 4月 1日
     中薬1134 昭和店 中巨摩郡昭和町飯喰１１３２－２ （後発調１）第293号       平成28年 7月 1日
     055-268-6261  （在薬）第432号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19708,1135,7 ドレミ薬局 〒409-3864 （調基１）第178号         平成28年 4月 1日
     中薬1135 中巨摩郡昭和町押越７１－１ （か薬）第127号           平成28年 7月 1日
     055-268-0551  (055-268-0552) （在薬）第405号           平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19808,4000,0 サンロード調剤薬局　〒409-3851 （調基１）第179号         平成28年 4月 1日
     中薬4000 昭和店 中巨摩郡昭和町河西６２２－１ （後発調２）第203号       平成29年 3月 1日
     055-275-1100  (055-275-1181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19908,4001,8 アーク調剤薬局　昭和〒409-3863 （調基１）第406号         平成28年 9月 1日
     中薬4001 店 中巨摩郡昭和町河東中島１５９０ （在薬）第495号           平成28年 9月 1日
     －４
     055-269-7401  (055-269-7402)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20008,4002,6 アイセイ薬局　昭和店〒409-3867 （調基１）第441号         平成29年10月 1日
     中薬4002 中巨摩郡昭和町清水新居１２１５ （在調）第64号            平成29年12月 1日
     －２ （か薬）第212号           平成29年12月 1日
     055-237-6661  (055-237-6662) （在薬）第526号           平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20109,0005,1 韮崎漢方薬局 〒407-0023 （調基１）第180号         平成28年 4月 1日
     韮薬5 韮崎市中央町３－１９ （在薬）第76号            平成11年 8月 1日
     0551-22-7575  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20209,0014,3 ドン薬局 〒407-0023 （調基１）第181号         平成28年 4月 1日
     韮薬14 韮崎市中央町１０－２３ （在薬）第174号           平成14年10月 1日
     0551-22-0316  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20309,0023,4 あさひ調剤薬局 〒407-0015 （調基１）第182号         平成28年 4月 1日
     韮薬23 韮崎市若宮２丁目１４－３
     0551-20-1055  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20409,1006,8 有限会社韮崎中央薬局〒407-0024 （調基１）第183号         平成28年 4月 1日
     韮薬1006 韮崎市本町一丁目５－２４ （後発調１）第220号       平成28年 4月 1日
     0551-22-5885  (0551-22-5885) （在薬）第172号           平成14年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20509,1007,6 健康館サワ　韮崎店 〒407-0004 （調基１）第184号         平成28年 4月 1日
     韮薬1007 韮崎市藤井町南下條２６２ （在薬）第178号           平成14年10月 1日
     0551-23-0093  (0551-23-0093)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20609,1015,9 有限会社韮崎調剤薬局〒407-0024 （調基１）第186号         平成28年 4月 1日
     韮薬1015 韮崎市本町二丁目１１－４ （後発調２）第136号       平成28年 4月 1日
     0551-23-0545  (0551-23-0597) （在薬）第176号           平成14年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20709,1016,7 峡北調剤薬局 〒407-0024 （調基１）第187号         平成28年 4月 1日
     韮薬1016 韮崎市本町三丁目４－４０ （調）第99号              平成29年 9月 1日
     0551-30-0146  (0551-30-0147) （後発調２）第196号       平成29年 2月 1日
     （か薬）第184号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第179号           平成14年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20809,1017,5 みさき薬局　韮崎 〒407-0004 （調基１）第188号         平成28年 4月 1日
     韮薬1017 韮崎市藤井町南下條水無３３６番 （調）第22号              平成28年 4月 1日
     ２ （後発調１）第223号       平成28年 4月 1日
     0551-21-2121  (0551-21-2122) （在調）第25号            平成27年 2月 1日
     （か薬）第58号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第180号           平成14年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20909,1019,1 サンロード調剤　韮崎〒407-0024 （調基１）第190号         平成28年 4月 1日
     韮薬1019 市立病院前 韮崎市本町３丁目４－３４ （調）第90号              平成29年 7月 1日
     0551-30-6082  (0551-30-6083) （後発調２）第137号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第193号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第331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

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  21009,1021,7 メープル薬局 〒407-0002 （調基２）第5号           平成28年 4月 1日
     韮薬1021 韮崎市藤井町坂井３２０－６
     0551-21-2227  (0551-23-2620)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21109,1024,1 さくら調剤薬局 〒407-0024 （調基１）第191号         平成28年 4月 1日
     韮薬1024 韮崎市本町３－６－７－４ （後発調１）第407号       平成30年 2月 1日
     0551-30-7631  (0551-30-7633) （か薬）第218号           平成30年 2月 1日
     （在薬）第480号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21209,1025,8 みさき薬局　旭町 〒407-0046 （調基１）第192号         平成28年 4月 1日
     韮薬1025 韮崎市旭町上條南割３３１４－３ （後発調２）第204号       平成29年 3月 1日
     １０ （か薬）第137号           平成28年 8月 1日
     0551-20-1165  (0551-20-1174) （在薬）第270号           平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21309,1026,6 ホクト薬局　韮崎 〒407-0024 （調基１）第193号         平成28年 4月 1日
     韮薬1026 韮崎市本町３－９－４ （後発調１）第276号       平成28年 5月 1日
     0551-30-4100  (0551-30-4101) （か薬）第11号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第265号           平成19年 4月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21409,1030,8 よつば薬局 〒407-0015 （調基１）第194号         平成28年 4月 1日
     韮薬1030 韮崎市若宮２－８－１７
     0551-23-7060  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21509,1031,6 いちい調剤薬局 〒407-0046 （調基１）第195号         平成28年 4月 1日
     韮薬1031 韮崎市旭町上條南割３３１４－２ （後発調２）第205号       平成29年 3月 1日
     ４１ （か薬）第59号            平成28年 4月 1日
     0551-45-8901  (0551-45-8902) （在薬）第344号           平成23年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21609,1032,4 イリス薬局 〒407-0015 （調基１）第196号         平成28年 4月 1日
     韮薬1032 韮崎市若宮１丁目２番５０号韮崎 （後発調２）第191号       平成28年12月 1日
     市民交流センター３階 （か薬）第123号           平成28年 6月 1日
     0551-45-8911  (0551-45-8912) （在薬）第365号           平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21709,4000,8 街の薬局　にらさき 〒407-0033 （調基１）第197号         平成28年 4月 1日
     韮薬4000 韮崎市龍岡町下條南割９９８－１ （後発調１）第358号       平成29年 5月 1日
     0551-45-8175  (0551-23-6766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21809,4001,6 アーク調剤薬局　韮崎〒407-0261 （調基１）第198号         平成28年 4月 1日
     韮薬4001 店 韮崎市中田町小田川１４１６－３ （調）第96号              平成29年 8月 1日
     0551-25-2347  (0551-25-3352) （後発調２）第266号       平成30年 3月 1日
     （在調）第22号            平成26年 8月 1日
     （か薬）第12号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第447号           平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21909,4002,4 ファーマみらい若尾薬〒407-0037 （調基３）第25号          平成29年 4月 1日
     韮薬4002 局 韮崎市大草町若尾１３２４－１ （後発調２）第197号       平成29年 2月 1日
     0551-23-5666  (0551-23-5720) （在薬）第491号           平成28年 7月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  22009,4003,2 たいよう薬局　韮崎店〒407-0005 （調基１）第449号         平成30年 2月 1日
     韮薬4003 韮崎市一ツ谷１８６４－１
     0551-30-4445  (0551-30-4446)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22111,0013,1 ハヤカワ薬局 〒402-0052 （調基１）第200号         平成28年 4月 1日
     都留薬13 都留市中央一丁目３－１８ （在薬）第212号           平成15年 6月 1日
     0554-43-2845  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22211,0014,9 杉本薬局 〒402-0053 （調基１）第201号         平成28年 4月 1日
     都留薬14 都留市上谷四丁目８－９ （在薬）第211号           平成15年 6月 1日
     0554-43-2665  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22311,0016,4 クボタ薬局 〒402-0053 （調基１）第202号         平成28年 4月 1日
     都留薬16 都留市上谷六丁目９－２７ （在薬）第46号            平成10年 3月 1日
     0554-43-2700  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22411,1019,7 有限会社中村薬局 〒402-0052 （調基１）第204号         平成28年 4月 1日
     都留薬1019 都留市中央一丁目５－１２ （在薬）第210号           平成15年 6月 1日
     0554-43-1177  (0554-45-7766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22511,1020,5 都留調剤薬局 〒402-0056 （調基１）第412号         平成29年 4月 1日
     都留薬1020 都留市つる五丁目３－５ （後発調１）第277号       平成28年 5月 1日
     0554-20-3993  (0554-20-3994) （在薬）第209号           平成15年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22611,1026,2 あんず薬局 〒402-0031 （調基１）第205号         平成28年 4月 1日
     都留薬1026 都留市十日市場名主目９３１番 （調）第113号             平成29年12月 1日
     0554-45-4708  (0554-23-7055) （後発調１）第278号       平成28年 5月 1日
     （か薬）第180号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第256号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22711,1029,6 ウエルシア薬局　都留〒402-0053 （調基１）第207号         平成28年 4月 1日
     都留薬1029 店 都留市上谷６丁目１３番１号 （後発調１）第326号       平成28年11月 1日
     0554-20-3811  (0554-20-8530) （在薬）第433号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22811,1030,4 ウエルシア薬局　都留〒402-0001 （調基１）第208号         平成28年 4月 1日
     都留薬1030 田野倉店 都留市田野倉１５８－２ （後発調１）第335号       平成29年 1月 1日
     0554-46-6280  (0554-46-6281) （在薬）第434号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22911,1033,8 日本調剤　つる薬局 〒402-0005 （調基１）第209号         平成28年 4月 1日
     都留薬1033 都留市四日市場３５９－９２ （調）第100号             平成29年 9月 1日
     0554-46-0033  (0554-46-0034) （後発調２）第169号       平成28年 6月 1日
     （か薬）第185号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第366号           平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23011,4000,4 オサダ薬局 〒402-0052 （調基１）第210号         平成28年 4月 1日
     都留薬4000 都留市中央１－６－１１
     0554-43-3126  (0554-43-7309)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  23111,4001,2 赤坂調剤薬局 〒402-0051 （調基１）第211号         平成28年 4月 1日
     都留薬4001 都留市下谷３－５－２１ （後発調２）第265号       平成30年 3月 1日
     0554-45-8011  (0554-45-8011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23211,4002,0 雨宮調剤薬局 〒402-0056 （調基１）第408号         平成28年10月11日
     都留薬4002 都留市つる５－３－４６ （在薬）第499号           平成28年10月11日
     0554-43-3268  (0554-45-2347)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23311,4003,8 株式会社ウエノ　ウエ〒402-0025 （調基１）第452号         平成30年 3月 1日
     都留薬4003 ノ東薬局 都留市法能６７０－１－２ （調）第115号             平成30年 3月 1日
     0554-43-9300  (0554-43-9305) （後発調２）第267号       平成30年 3月 1日
     （在調）第66号            平成30年 3月 1日
     （か薬）第222号           平成30年 3月 1日
     （在薬）第535号           平成30年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23412,0015,4 中央薬局 〒403-0004 （調基１）第212号         平成28年 4月 1日
     富薬15 富士吉田市下吉田四丁目１３－１
     ５
     0555-22-2440  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23512,0025,3 フルヤ薬局 〒403-0005
     富薬25 富士吉田市上吉田２７　
     0555-22-2484  (0555-22-2484)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23612,0037,8 池谷薬局 〒403-0004 （調基１）第215号         平成28年 4月 1日
     富薬37 富士吉田市下吉田五丁目１１－３
     0555-30-1035  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23712,1003,9 株式会社住吉薬局 〒403-0004 （調基１）第216号         平成28年 4月 1日
     富薬1003 富士吉田市下吉田三丁目６－４１ （後発調１）第230号       平成28年 4月 1日
     0555-22-0056  (0555-22-0057) （か薬）第220号           平成30年 3月 1日
     （在薬）第108号           平成12年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23812,1010,4 有限会社丸善薬局 〒403-0004 （調基１）第217号         平成28年 4月 1日
     富薬1010 富士吉田市下吉田二丁目１－６
     0555-22-0138  (0555-22-0380)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23912,1027,8 有限会社クレチ薬局 〒403-0001 （調基１）第218号         平成28年 4月 1日
     富薬1027 富士吉田市上暮地一丁目１８－２ （か薬）第106号           平成28年 6月 1日
     ３ （在薬）第97号            平成12年 1月 1日
     0555-23-7613  (0555-23-7613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24012,1034,4 有限会社宮本屋薬局 〒403-0014 （調基１）第219号         平成28年 4月 1日
     富薬1034 富士吉田市竜ケ丘一丁目５－２０
     0555-24-0046  (0555-22-9246)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  24112,1041,9 壁谷薬局 〒403-0005 （調基１）第221号         平成28年 4月 1日
     富薬1041 富士吉田市上吉田二丁目１－１６ （在薬）第136号           平成12年 8月17日
     0555-22-0218  (0555-24-8879)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24212,1045,0 ふたば薬局 〒403-0005 （調基１）第223号         平成28年 4月 1日
     富薬1045 富士吉田市上吉田６５５５ （調）第57号              平成28年 8月 1日
     0555-24-9567  (0555-24-9570) （後発調１）第300号       平成28年 7月 1日
     （か薬）第15号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第141号           平成13年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24312,1046,8 宮本屋薬局　上吉田店〒403-0007 （調基１）第224号         平成28年 4月 1日
     富薬1046 富士吉田市中曽根四丁目９－５
     0555-20-1177  (0555-20-1256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24412,1048,4 有限会社かえで薬局　〒403-0004 （調基１）第225号         平成28年 4月 1日
     富薬1048 下吉田店 富士吉田市下吉田五丁目１８－２ （後発調１）第232号       平成28年 4月 1日
     ４ （か薬）第95号            平成28年 5月 1日
     0555-22-3202  (0555-22-3202) （在薬）第150号           平成13年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24512,1049,2 よつば薬局　下吉田店〒403-0004 （調基１）第226号         平成28年 4月 1日
     富薬1049 富士吉田市下吉田一丁目３－２０ （在薬）第164号           平成14年 6月 1日
     0555-30-4101  (0555-30-4102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24612,1052,6 あんず薬局 〒403-0012 （調基１）第227号         平成28年 4月 1日
     富薬1052 富士吉田市旭５丁目１番３７－１ （調）第79号              平成29年 4月 1日
     号 （後発調２）第239号       平成29年11月 1日
     0555-22-8255  (0555-22-8255) （か薬）第62号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第257号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24712,1061,7 ヤマグチ薬局　上吉田〒403-0005 （調基１）第228号         平成28年 4月 1日
     富薬1061 店 富士吉田市上吉田７－１２－１３
     0555-30-2038  (0555-30-2039)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24812,1063,3 公益社団法人富士五湖〒403-0013 （調基１）第229号         平成28年 4月 1日
     富薬1063 薬剤師会救急調剤薬局富士吉田市緑ケ丘２－７－２１
     0555-21-1515  (0555-21-1517)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24912,1066,6 ウエルシア薬局　富士〒403-0005 （調基１）第230号         平成28年 4月 1日
     富薬1066 吉田店 富士吉田市上吉田３４５１－１ （後発調１）第386号       平成29年11月 1日
     0555-21-2205  (0555-21-2216) （在薬）第435号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25012,1067,4 ヒロ薬局　富士吉田店〒403-0005 （調基１）第231号         平成28年 4月 1日
     富薬1067 富士吉田市上吉田２－５－１ （調）第25号              平成28年 4月 1日
     0555-21-2202  (0555-21-2203) （後発調２）第248号       平成30年 1月 1日
     （在調）第53号            平成29年 6月 1日
     （か薬）第63号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第303号           平成21年10月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  25112,1071,6 セキテイ調剤薬局　富〒403-0015 （調基１）第232号         平成28年 4月 1日
     富薬1071 士吉田店 富士吉田市ときわ台１丁目１－２ （後発調１）第279号       平成28年 5月 1日
     ３－１
     0555-24-8931  (0555-24-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25212,1073,2 日本調剤　ふじ吉田薬〒403-0005 （調基１）第233号         平成28年 4月 1日
     富薬1073 局 富士吉田市上吉田字三枚畠６５４ （調）第26号              平成28年 4月 1日
     ８ （後発調２）第165号       平成28年 5月 1日
     0555-21-1200  (0555-21-1201) （か薬）第87号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第375号           平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25312,1074,0 日本調剤　昭和通薬局〒403-0004 （調基１）第234号         平成28年 4月 1日
     富薬1074 富士吉田市下吉田八丁目１８番２ （調）第27号              平成28年 4月 1日
     ７号 （後発調２）第139号       平成28年 4月 1日
     0555-22-8511  (0555-22-8512) （か薬）第90号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第371号           平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25412,1075,7 みのり薬局　月江寺通〒403-0004 （調基１）第235号         平成28年 4月 1日
     富薬1075 り店 富士吉田市下吉田３－１１－１ （在薬）第380号           平成24年 4月 1日
     0555-28-6070  (0555-28-6071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25512,1076,5 富士山薬局 〒403-0005 （調基１）第236号         平成28年 4月 1日
     富薬1076 富士吉田市上吉田１０５９－１ （調）第49号              平成28年 6月 1日
     0555-21-1060  (0555-21-1063) （後発調２）第226号       平成29年 8月 1日
     （か薬）第64号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第424号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25612,1077,3 株式会社渡辺薬局 〒403-0004 （調基１）第237号         平成28年 4月 1日
     富薬1077 富士吉田市下吉田三丁目１２番１ （か薬）第14号            平成28年 4月 1日
     ６号 （在薬）第393号           平成24年 9月 1日
     0555-22-0979  (0555-22-8816)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25712,4000,2 ハートフル薬局　富士〒403-0016 （調基１）第238号         平成28年 4月 1日
     富薬4000 山店 富士吉田市松山５丁目１０－２９ （後発調１）第237号       平成28年 4月 1日
     0555-24-8102  (0555-24-8103) （在薬）第425号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25812,4001,0 富士桜調剤薬局 〒403-0005 （調基１）第239号         平成28年 4月 1日
     富薬4001 富士吉田市上吉田３－２－１９
     0555-28-6306  (0555-28-6308)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25912,4002,8 ゆず調剤薬局 〒403-0005 （調基１）第240号         平成28年 4月 1日
     富薬4002 富士吉田市上吉田５－９－８
     0555-24-5560  (0555-24-5606)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  26012,4003,6 みのり薬局　上暮地店〒403-0001 （調基１）第398号         平成28年 5月 1日
     富薬4003 富士吉田市上暮地５丁目５０８１ （後発調１）第359号       平成29年 5月 1日
     －２
     0555-30-1230  (0555-30-1231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26112,4005,1 富士五湖調剤薬局 〒403-0005 （調基１）第410号         平成28年11月 1日
     富薬4005 富士吉田市上吉田６５１８ （調）第70号              平成28年11月 1日
     0555-21-1080  (0555-21-1081) （後発調２）第210号       平成29年 5月 1日
     （薬菌）第15号            平成28年11月 1日
     （在調）第47号            平成28年11月 1日
     （か薬）第161号           平成28年11月 1日
     （在薬）第501号           平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26212,4006,9 守山薬局 〒403-0003 （調基１）第424号         平成29年 4月 1日
     富薬4006 富士吉田市大明見六丁目１７番１ （後発調１）第411号       平成30年 3月 1日
     号 （か薬）第173号           平成29年 4月 1日
     0555-22-2649  (0555-24-7721) （在薬）第506号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26312,4007,7 アイセイ薬局　下吉田〒403-0004 （調基１）第442号         平成29年10月 1日
     富薬4007 店 富士吉田市下吉田４－１７－３ （後発調１）第388号       平成29年10月 1日
     0555-30-4141  (0555-30-4140) （か薬）第207号           平成29年10月 1日
     （在薬）第527号           平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26412,4008,5 ファーマライズ薬局　〒403-0005 （調基１）第453号         平成30年 3月 1日
     富薬4008 富士吉田店 富士吉田市上吉田２－１０－２ （後発調１）第413号       平成30年 3月 1日
     0555-20-1720  (0555-20-1721) （在薬）第536号           平成30年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26513,0013,7 大森薬局 〒401-0511 （調基１）第241号         平成28年 4月 1日
     都薬13 南都留郡忍野村忍草２９７４－１
     0555-84-3078  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26613,0014,5 マルイ古屋薬局 〒401-0302 （調基１）第242号         平成28年 4月 1日
     都薬14 南都留郡富士河口湖町小立１８４ （在薬）第94号            平成12年 1月 1日
     ０
     0555-72-1674  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26713,0017,8 流石薬局 〒401-0305 （調基１）第243号         平成28年 4月 1日
     都薬17 南都留郡富士河口湖町大石１５０
     １
     0555-76-6008  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26813,0022,8 厚生堂薬局 〒401-0302 （調基１）第244号         平成28年 4月 1日
     都薬22 南都留郡富士河口湖町小立２１０ （後発調１）第238号       平成28年 4月 1日
     ７ （か薬）第16号            平成28年 4月 1日
     0555-72-1604  (0555-73-2820) （在薬）第56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

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

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  26913,1008,6 有限会社赤池薬局 〒401-0301 （調基１）第245号         平成28年 4月 1日
     都薬1008 南都留郡富士河口湖町船津３８４ （後発調１）第316号       平成28年 9月 1日
     ４ （か薬）第17号            平成28年 4月 1日
     0555-72-0026  (0555-72-3026) （在薬）第125号           平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27013,1023,5 ふなつ薬局 〒401-0301 （調基１）第246号         平成28年 4月 1日
     都薬1023 南都留郡富士河口湖町船津７４６ （調）第43号              平成28年 5月 1日
     ３－１ （か薬）第96号            平成28年 5月 1日
     0555-20-3861  (0555-72-6015) （在薬）第139号           平成13年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27113,1024,3 ふたば薬局 〒401-0301 （調基１）第247号         平成28年 4月 1日
     都薬1024 南都留郡富士河口湖町船津字丸尾 （調）第59号              平成28年 8月 1日
     岸５２４７－２ （後発調１）第360号       平成29年 5月 1日
     0555-72-5200  (0555-72-5234) （か薬）第18号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第168号           平成14年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27213,1026,8 有限会社ファーマスタ〒401-0310 （調基１）第248号         平成28年 4月 1日
     都薬1026 ジオ勝山薬局 南都留郡富士河口湖町勝山４５７ （在薬）第127号           平成12年 4月10日
     ５－１１
     0555-20-9555  (0555-20-9556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27313,1028,4 みさき薬局　西桂 〒403-0021 （調基１）第249号         平成28年 4月 1日
     都薬1028 南都留郡西桂町下暮地尾尻２０１ （調）第101号             平成29年 9月 1日
     －１ （在調）第49号            平成29年 1月 1日
     0555-29-2060  (0555-29-2061) （か薬）第198号           平成29年 8月 1日
     （在薬）第215号           平成15年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27413,1029,2 有限会社かえで薬局　〒401-0301 （調基１）第250号         平成28年 4月 1日
     都薬1029 河口湖店 南都留郡富士河口湖町船津１２７ （後発調２）第198号       平成29年 2月 1日
     ６－４ （か薬）第97号            平成28年 5月 1日
     0555-73-3240  (0555-73-3240) （在薬）第226号           平成16年 1月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27513,1032,6 クスリのサンロード薬〒401-0301 （調基１）第251号         平成28年 4月 1日
     都薬1032 局　河口湖店 南都留郡富士河口湖町船津６４４ （調）第94号              平成29年 8月 1日
     0555-83-5066  (0555-83-5067) （か薬）第199号           平成29年 8月 1日
     （在薬）第335号           平成23年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27613,1034,2 株式会社　タカムラ薬〒401-0501 （調基１）第252号         平成28年 4月 1日
     都薬1034 局 南都留郡山中湖村山中５０－乙 （か薬）第19号            平成28年 4月 1日
     0555-62-0006  (0555-62-6172) （在薬）第319号           平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27713,1035,9 クスリのサンロード薬〒401-0511 （調基１）第253号         平成28年 4月 1日
     都薬1035 局　忍野店 南都留郡忍野村忍草１４００－３ （後発調１）第346号       平成29年 2月 1日
     ５ （在薬）第328号           平成23年 3月 1日
     0555-84-8200  (0555-84-8201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

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

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27813,1039,1 日本調剤　アイ薬局 〒401-0310 （調基１）第254号         平成28年 4月 1日
     都薬1039 南都留郡富士河口湖町勝山４５８ （後発調２）第141号       平成28年 4月 1日
     ０ー６ （か薬）第221号           平成30年 3月 1日
     0555-72-6366  (0555-72-6378) （在薬）第367号           平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27913,1041,7 日本調剤　河口湖薬局〒401-0301 （調基１）第255号         平成28年 4月 1日
     都薬1041 南都留郡富士河口湖町船津７４３ （調）第45号              平成28年 6月 1日
     ８ （後発調２）第142号       平成28年 4月 1日
     0555-72-5059  (0555-72-5062) （か薬）第89号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第372号           平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28013,4000,0 リョウセイ堂薬局 〒401-0301 （調基１）第395号         平成28年 4月 1日
     都薬4000 南都留郡富士河口湖町船津９９５ （後発調１）第294号       平成28年 7月 1日
     －２３ （か薬）第143号           平成28年 9月 1日
     0555-83-2147  (0555-83-2148) （在薬）第471号           平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28113,4001,8 ウエルシア薬局　河口〒401-0300 （調基１）第433号         平成29年 8月 1日
     都薬4001 湖船津店 南都留郡富士河口湖町船津２１２ （後発調２）第234号       平成29年11月 1日
     ８番地１ （在薬）第516号           平成29年 8月 1日
     0555-83-3802  (0555-83-3803)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28213,4002,6 さえぐさ薬局鳴沢店 〒401-0320 （調基１）第437号         平成29年10月 1日
     都薬4002 南都留郡鳴沢村２１６１－１ （後発調２）第249号       平成30年 1月 1日
     0555-25-7005  (0555-25-7006) （在薬）第522号           平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28313,4003,4 リョウセイ堂薬局　小〒401-0302 （調基１）第446号         平成30年 1月 1日
     都薬4003 立店 南都留郡富士河口湖町小立４１１ （後発調２）第255号       平成30年 3月 1日
     ４－３ （在薬）第531号           平成29年11月 1日
     0555-72-8013  (0555-72-8014)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28414,0010,1 梅沢薬局 〒409-0614 （調基１）第256号         平成28年 4月 1日
     大薬10 大月市猿橋町猿橋４７ （在薬）第206号           平成15年 6月 1日
     0554-23-1155  (0554-23-1190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28514,0013,5 東京薬局 〒409-0502 （調基１）第257号         平成28年 4月 1日
     大薬13 大月市富浜町鳥沢２７３２ （後発調１）第239号       平成28年 4月 1日
     0554-26-5327  (0554-26-3476) （在薬）第103号           平成12年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28614,0018,4 古沢薬局 〒401-0013 （調基１）第258号         平成28年 4月 1日
     大薬18 大月市大月一丁目６－１１ （在薬）第204号           平成15年 6月 1日
     0554-23-0032  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28714,0026,7 広明堂薬局 〒401-0013 （調基１）第259号         平成28年 4月 1日
     大薬26 大月市大月１丁目１１番２３号 （後発調１）第398号       平成29年12月 1日
     0554-22-0487  （在薬）第200号           平成15年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

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

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  28814,0027,5 秋山薬局 〒409-0502 （調基１）第260号         平成28年 4月 1日
     大薬27 大月市富浜町鳥沢１９５５ （在薬）第189号           平成14年12月 1日
     0554-26-5316  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28914,0029,1 小俣薬局 〒401-0012 （調基１）第261号         平成28年 4月 1日
     大薬29 大月市御太刀１－３－５ （後発調１）第240号       平成28年 4月 1日
     0554-22-0151  (0554-22-0151) （在薬）第337号           平成23年 1月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29014,1012,6 安留薬局 〒401-0013 （調基１）第262号         平成28年 4月 1日
     大薬1012 大月市大月二丁目１２－３４ （在薬）第205号           平成15年 6月 1日
     0554-22-0049  (0554-23-3306)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29114,1019,1 真木調剤薬局 〒401-0016 （調基１）第263号         平成28年 4月 1日
     大薬1019 大月市大月町真木２１８２
     0554-22-1587  (0554-22-1587)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29214,1022,5 大月市薬剤師会　会営〒401-0015 （調基２）第6号           平成28年 4月 1日
     大薬1022 大月調剤薬局 大月市大月町花咲１２６４－４ （後発調１）第347号       平成29年 3月 1日
     0554-22-5002  (0554-22-5021) （か薬）第98号            平成28年 5月 1日
     （在薬）第203号           平成15年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29314,1023,3 中央調剤薬局 〒401-0015 （調基１）第264号         平成28年 4月 1日
     大薬1023 大月市大月町花咲１２６４－３ （後発調１）第241号       平成28年 4月 1日
     0554-22-3325  (0554-20-1125) （か薬）第186号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第101号           平成12年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29414,1031,6 初狩富士薬局 〒401-0022 （調基１）第266号         平成28年 4月 1日
     大薬1031 大月市初狩町中初狩１１０－２ （在薬）第444号           平成26年 5月 1日
     0554-25-2701  (0554-56-8803)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29514,4001,6 あすなろ大月薬局 〒409-0617 （調基１）第425号         平成29年 4月 1日
     大薬4001 大月市猿橋町殿上５８７－５ （後発調２）第211号       平成29年 4月 1日
     0554-20-1301  (0554-20-1302) （在薬）第507号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29616,0025,4 コマツ薬局 〒400-0306 （調基１）第267号         平成28年 4月 1日
     南市薬25 南アルプス市小笠原１５２５－６ （後発調２）第223号       平成29年 8月 1日
     055-282-5106  （在薬）第186号           平成14年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29716,0027,0 秋山薬局 〒400-0214 （調基１）第268号         平成28年 4月 1日
     南市薬27 南アルプス市百々１８２０ （後発調１）第242号       平成28年 4月 1日
     055-285-0303  （在薬）第187号           平成14年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29816,0029,6 若草薬局 〒400-0337 （調基１）第269号         平成28年 4月 1日
     南市薬29 南アルプス市寺部１１８－２６ （後発調１）第243号       平成28年 4月 1日
     055-283-3249  （在薬）第128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

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  29916,0030,4 アヤメ薬局 〒400-0306 （調基１）第270号         平成28年 4月 1日
     南市薬30 南アルプス市小笠原４４５－１ （後発調２）第144号       平成28年 4月 1日
     055-283-5848  (055-283-5843) （か薬）第21号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第42号            平成10年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30016,0050,2 たちばな薬局 〒400-0211 （調基１）第271号         平成28年 4月 1日
     南市薬50 南アルプス市上今諏訪１７４９－ （後発調２）第192号       平成29年 2月 1日
     １ （在薬）第490号           平成28年 8月 1日
     055-282-8242  (055-282-8343)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30116,0052,8 ゆずのき薬局 〒400-0301 （調基１）第272号         平成28年 4月 1日
     南市薬52 南アルプス市桃園１４５１－７ （後発調２）第145号       平成28年 4月 1日
     055-267-8158  （か薬）第200号           平成29年 8月 1日
     （在薬）第298号           平成21年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30216,1024,6 有限会社近藤薬局 〒400-0306 （調基１）第273号         平成28年 4月 1日
     南市薬1024 南アルプス市小笠原３５８ （在薬）第61号            平成11年 3月 1日
     055-282-0193  (055-284-5193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30316,1026,1 アトム薬局　甲西店 〒400-0403 （調基１）第274号         平成28年 4月 1日
     南市薬1026 南アルプス市鮎沢１０３７ （後発調２）第252号       平成30年 2月 1日
     055-284-2493  (055-282-9324) （在調）第6号             平成24年 4月 1日
     （在薬）第21号            平成 8年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30416,1033,7 有限会社フカサワ調剤〒400-0306 （調基２）第7号           平成28年 4月 1日
     南市薬1033 薬局 南アルプス市小笠原１７３４－１ （後発調１）第310号       平成28年 8月 1日
     055-283-7771  (055-283-7772) （か薬）第165号           平成29年 3月 1日
     （在薬）第285号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30516,1034,5 有限会社櫛形調剤薬局〒400-0405 （調基１）第275号         平成28年 4月 1日
     南市薬1034 南アルプス市下宮地４６７番地５ （調）第104号             平成29年10月 1日
     055-280-1771  (055-280-1772) （後発調２）第181号       平成28年 9月 1日
     （か薬）第23号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第170号           平成14年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30616,1037,8 アトム薬局　加賀美店〒400-0335 （調基１）第276号         平成28年 4月 1日
     南市薬1037 南アルプス市加賀美２８９２－２ （調）第97号              平成29年 8月 1日
     055-284-3493  (055-282-9334) （後発調２）第250号       平成30年 1月 1日
     （薬菌）第13号            平成28年 8月 1日
     （在調）第44号            平成28年 9月 1日
     （か薬）第201号           平成29年 8月 1日
     （在薬）第50号            平成10年 6月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30716,1038,6 アトム薬局　藤田店 〒400-0334 （調基１）第277号         平成28年 4月 1日
     南市薬1038 南アルプス市藤田３３８－３ （調）第86号              平成29年 5月 1日
     055-284-4493  (055-282-9344) （か薬）第67号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第70号            平成11年 7月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  30816,1040,2 株式会社中沢薬局　甲〒400-0422 （調基１）第278号         平成28年 4月 1日
     南市薬1040 西店 南アルプス市荊沢２５２－１ （後発調１）第247号       平成28年 4月 1日
     055-280-3233  (055-280-3234) （在薬）第449号           平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30916,1044,4 菜の花薬局　南アルプ〒400-0205 （調基１）第279号         平成28年 4月 1日
     南市薬1044 ス店 南アルプス市野牛島１９１２－２ （か薬）第187号           平成29年 6月 1日
     ８ （在薬）第520号           平成29年 9月 1日
     055-285-6266  (055-285-6266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31016,1049,3 こまの薬局 〒400-0304 （調基３）第12号          平成28年 4月 1日
     南市薬1049 南アルプス市吉田１２５５－１ （在薬）第494号           平成28年 9月 1日
     055-283-1117  (055-280-1117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31116,1054,3 アーク調剤薬局　南ア〒400-0405 （調基１）第280号         平成28年 4月 1日
     南市薬1054 ルプス店 南アルプス市下宮地６９０－１ （調）第51号              平成28年 6月 1日
     055-287-8867  (055-287-8868) （か薬）第107号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第299号           平成21年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31216,1055,0 かえで薬局　甲西店 〒400-0405 （調基１）第281号         平成28年 4月 1日
     南市薬1055 南アルプス市下宮地６－２ （後発調２）第241号       平成29年12月 1日
     055-282-7501  (055-287-9761) （在薬）第306号           平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31316,1056,8 かえで薬局　白根店 〒400-0221 （調基３）第13号          平成28年 4月 1日
     南市薬1056 南アルプス市在家塚１５６ （後発調２）第148号       平成28年 4月 1日
     055-283-5856  (055-287-9817) （か薬）第132号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第304号           平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31416,1057,6 中島薬局 〒400-0221 （調基１）第282号         平成28年 4月 1日
     南市薬1057 南アルプス市在家塚１２００ （調）第44号              平成28年 5月 1日
     055-284-6202  (055-287-9871) （後発調２）第149号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第68号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第305号           平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31516,1058,4 日本調剤　南アルプス〒400-0221 （調基１）第283号         平成28年 4月 1日
     南市薬1058 薬局 南アルプス市在家塚６７－１ （調）第72号              平成29年 1月 1日
     055-282-8910  (055-282-8913) （後発調２）第150号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第120号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第373号           平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31616,4000,3 街の薬局 〒400-0205 （調基１）第284号         平成28年 4月 1日
     南市薬4000 南アルプス市野牛島２３４７－１ （か薬）第24号            平成28年 4月 1日
     ０
     055-285-8066  (055-287-6867)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31716,4002,9 アーク調剤薬局　アル〒400-0304 （調基１）第285号         平成28年 4月 1日
     南市薬4002 プス吉田店 南アルプス市吉田８６４－５ （か薬）第188号           平成29年 6月 1日
     055-298-6571  (055-298-6572) （在薬）第465号           平成27年 6月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31816,4003,7 アイン薬局　南アルプ〒400-0213 （調基１）第417号         平成29年 4月 1日
     南市薬4003 ス店 南アルプス市西野２０８４－１ （調）第91号              平成29年 7月 1日
     055-234-5975  (055-234-5976) （後発調２）第151号       平成28年 4月 1日
     （在調）第32号            平成27年11月 1日
     （か薬）第139号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第472号           平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31916,4004,5 アーク調剤薬局　白根〒400-0211 （調基１）第397号         平成28年 4月 1日
     南市薬4004 店 南アルプス市上今諏訪１３１５－ （後発調２）第188号       平成28年12月 1日
     ２３ （在薬）第483号           平成28年 5月 1日
     055-269-6701  (055-269-6702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32016,4005,2 ハートフル薬局　南ア〒400-0333 （調基１）第396号         平成28年 4月 1日
     南市薬4005 ルプス店 南アルプス市浅原２０７－２ （後発調２）第216号       平成29年 6月 1日
     055-282-3301  (055-282-3761) （か薬）第150号           平成28年10月 1日
     （在薬）第485号           平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32116,4006,0 あすなろ巨摩薬局 〒400-0301 （調基２）第12号          平成29年 4月 1日
     南市薬4006 南アルプス市桃園３４０－２ （後発調２）第212号       平成29年 4月 1日
     055-283-3050  (055-282-8352) （薬菌）第17号            平成29年 4月 1日
     （か薬）第174号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第508号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32217,0002,1 明治堂志村薬局 〒400-0124 （調基１）第286号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬2 甲斐市中下条１５８０－１ （在薬）第41号            平成10年 1月 1日
     055-277-2021  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32317,0006,2 かしのき薬局 〒400-0117 （調基１）第287号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬6 甲斐市西八幡４３９５－１２ （か薬）第163号           平成29年 1月 1日
     055-276-2638  (055-242-6003) （在薬）第309号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32417,0007,0 村松薬局 〒400-0115
     甲斐薬7 甲斐市篠原２８４５－１
     055-276-1840  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32517,0009,6 ながつか薬局 〒400-0125 （調基２）第9号           平成28年 4月 1日
     甲斐薬9 甲斐市長塚１１５－１０ （か薬）第159号           平成28年12月 1日
     055-277-1706  (055-277-1705) （在薬）第57号            平成11年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32617,0011,2 明治堂志村調剤薬局 〒400-0123 （調基１）第288号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬11 甲斐市島上条６４４－４ （調）第30号              平成28年 4月 1日
     055-277-9335  (055-277-9336) （か薬）第25号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第152号           平成14年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32717,0018,7 十字堂ないとう薬局　〒400-0124 （調基１）第289号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬18 敷島店 甲斐市中下条１８９６－１２ （後発調２）第242号       平成29年12月 1日
     055-277-7759  (055-277-7759)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  32817,0021,1 あおき薬局　響が丘店〒400-0104 （調基１）第291号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬21 甲斐市龍地２５７２－５ （後発調１）第323号       平成28年10月 1日
     0551-28-7702  （か薬）第160号           平成28年12月 1日
     （在薬）第171号           平成14年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32917,0024,5 あい薬局 〒400-0104 （調基１）第292号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬24 甲斐市龍地４７０６－２ （後発調１）第301号       平成28年 7月 1日
     0551-28-7657  (0551-28-7657)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33017,0026,0 ユウキ薬局 〒400-0115 （調基１）第293号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬26 甲斐市篠原８３２ （後発調１）第249号       平成28年 4月 1日
     055-276-0660  (055-276-0660) （か薬）第121号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第445号           平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33117,0033,6 せんじゅ薬局 〒400-0124 （調基１）第295号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬33 甲斐市中下条１９３３－１
     055-287-6721  (055-287-6722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33217,0040,1 ウエノさくら薬局 〒400-0113 （調基１）第296号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬40 甲斐市富竹新田１４９７－１ （調）第87号              平成29年 5月 1日
     055-279-7661  (055-279-7687) （後発調１）第250号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第181号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第363号           平成24年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33317,1008,7 サンロード調剤　西八〒400-0117 （調基１）第297号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬1008 幡店 甲斐市西八幡字梅ノ木７０２－３ （調）第92号              平成29年 7月 1日
     055-279-0411  (055-279-0415) （後発調１）第290号       平成28年 6月 1日
     （か薬）第194号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第329号           平成23年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33417,1010,3 健康堂調剤薬局　敷島〒400-0124 （調基１）第298号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬1010 店 甲斐市中下条２４５－３
     055-277-6806  (055-277-7706)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33517,1012,9 セキテイ調剤薬局　敷〒400-0124 （調基１）第299号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬1012 島店 甲斐市中下条９２５－４
     055-267-0066  (055-267-0067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33617,1016,0 クスリのサンロード薬〒400-0124 （調基１）第300号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬1016 局　敷島東店 甲斐市中下条冷田１８４６ （調）第31号              平成28年 4月 1日
     055-267-2012  (055-267-2013) （後発調２）第199号       平成29年 2月 1日
     （か薬）第70号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第333号           平成23年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33717,1017,8 セキテイ調剤薬局　竜〒400-0115 （調基１）第301号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬1017 王店 甲斐市篠原２１８８－１
     055-260-6660  (055-260-6661)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  33817,1022,8 りんどう薬局 〒400-0104 （調基１）第303号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬1022 甲斐市龍地６６６４ （後発調２）第152号       平成28年 4月 1日
     0551-28-4845  (0551-28-4845) （在薬）第185号           平成14年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33917,1023,6 エル薬局　響が丘店 〒400-0104 （調基１）第304号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬1023 甲斐市龍地２７８３番３ （在薬）第391号           平成24年 8月 1日
     0551-28-1189  (0551-28-1184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34017,1025,1 アトム薬局　アルプス〒400-0114 （調基１）第305号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬1025 通り店 甲斐市万才８２１－３ （調）第81号              平成29年 4月 1日
     055-275-8493  (055-275-9384) （後発調２）第232号       平成29年10月 1日
     （在調）第7号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第71号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第254号           平成18年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34117,1027,7 みさき薬局　竜王 〒400-0115 （調基１）第306号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬1027 甲斐市篠原２３１－１ （調）第32号              平成28年 4月 1日
     055-260-7222  (055-260-7225) （在調）第36号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第72号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第271号           平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34217,1036,8 ミルキッズ調剤薬局　〒400-0117 （調基１）第307号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬1036 西八幡店 甲斐市西八幡字東冷間１３３３－ （調）第64号              平成28年10月 1日
     ２ （後発調２）第153号       平成28年 4月 1日
     055-279-9033  (055-279-9033) （か薬）第148号           平成28年10月 1日
     （在薬）第361号           平成23年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34317,1038,4 エル薬局　玉幡公園店〒400-0117 （調基１）第308号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬1038 甲斐市西八幡１９３７－１ （在薬）第392号           平成24年 8月 1日
     055-279-1189  (055-279-1191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34417,1041,8 日本調剤　竜王薬局 〒400-0115 （調基特１）第1号         平成29年10月 1日
     甲斐薬1041 甲斐市篠原１４２５－６ （調）第106号             平成29年10月 1日
     055-279-8700  (055-279-8799) （後発調２）第231号       平成29年 9月 1日
     （か薬）第122号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第378号           平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34517,4000,1 アーク調剤薬局　竜王〒400-0126 （調基１）第309号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬4000 駅前店 甲斐市大下条１６００－４ （調）第102号             平成29年 9月 1日
     055-288-0846  (055-288-0847) （後発調１）第253号       平成28年 4月 1日
     （在調）第16号            平成25年 7月 1日
     （か薬）第195号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第409号           平成25年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34617,4001,9 ウエルシア薬局　甲斐〒400-0117 （調基１）第310号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬4001 開国橋店 甲斐市西八幡３５６８－１ （後発調２）第246号       平成30年 1月 1日
     055-260-8011  (055-260-8012) （在薬）第416号           平成25年12月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  34717,4002,7 ウエルシア薬局　甲斐〒400-0124 （調基１）第311号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬4002 敷島店 甲斐市中下条１６１１ （後発調２）第256号       平成30年 3月 1日
     055-267-3698  (055-267-3699) （在薬）第415号           平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34817,4003,5 みさき薬局　赤坂台 〒400-0118 （調基１）第312号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬4003 甲斐市竜王７６３－４０ （後発調２）第200号       平成29年 2月 1日
     055-225-5066  (055-225-5067) （在薬）第411号           平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34917,4005,0 ぴぃす薬局 〒400-0117 （調基１）第313号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬4005 甲斐市西八幡１２５８－１ （か薬）第164号           平成29年 1月 1日
     055-269-7233  (055-269-7366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35017,4006,8 甲斐竜王薬局 〒400-0117 （調基１）第314号         平成28年 4月 1日
     甲斐薬4006 甲斐市西八幡３８２５－９ （後発調１）第337号       平成29年 1月 1日
     055-225-6863  (055-225-6864) （在薬）第461号           平成27年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35117,4007,6 ハートフル薬局　長塚〒400-0125 （調基１）第402号         平成28年 8月 1日
     甲斐薬4007 店 甲斐市長塚１３－６ （後発調１）第353号       平成29年 4月 1日
     055-267-2125  (055-267-2126) （在薬）第487号           平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35217,4008,4 アーク調剤薬局　竜王〒400-0116 （調基１）第401号         平成28年 7月 1日
     甲斐薬4008 西店 甲斐市玉川２０１－１３ （後発調２）第189号       平成28年12月 1日
     055-287-6102  (055-287-6103) （在調）第42号            平成28年 9月 1日
     （在薬）第489号           平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35317,4009,2 双葉薬局 〒400-0105 （調基１）第420号         平成29年 3月 1日
     甲斐薬4009 甲斐市下今井４３ （後発調１）第354号       平成29年 3月 1日
     0551-28-2064  (0551-28-4670) （在薬）第505号           平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35417,4010,0 かおり薬局 〒400-0124 （調基１）第436号         平成29年 9月 1日
     甲斐薬4010 甲斐市中下条８８６－１ （在薬）第521号           平成29年 9月 1日
     055-277-9674  (055-277-9675)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35517,4011,8 セキテイ調剤薬局　甲〒400-0124 （調基１）第438号         平成29年10月 1日
     甲斐薬4011 斐敷島店 甲斐市中下条９３９－２
     055-267-2555  (055-267-2556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35618,0002,9 森田薬局 〒406-0023 （調基１）第315号         平成28年 4月 1日
     笛薬2 笛吹市石和町八田４８９－２１ （後発調２）第185号       平成28年10月 1日
     055-262-5222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35718,0031,8 茜調剤薬局 〒406-0032 （調基１）第317号         平成28年 4月 1日
     笛薬31 笛吹市石和町四日市場１７９２－ （後発調１）第379号       平成29年 9月 1日
     １ （在薬）第275号           平成19年11月 1日
     055-263-6009  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  35818,1003,6 株式会社沢田屋薬局 〒406-0031 （調基１）第318号         平成28年 4月 1日
     笛薬1003 笛吹市石和町市部１０８４ （在薬）第92号            平成12年 1月 1日
     055-262-2030  (055-263-6662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35918,1005,1 萩原調剤薬局 〒406-0805 （調基１）第319号         平成28年 4月 1日
     笛薬1005 笛吹市御坂町栗合１６４－１ （後発調１）第302号       平成28年 7月 1日
     055-263-5059  (055-262-5412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36018,1006,9 健康館サワ　石和店 〒406-0036 （調基１）第320号         平成28年 4月 1日
     笛薬1006 笛吹市石和町窪中島１３２－３ （在薬）第517号           平成29年 8月 1日
     055-262-4193  (055-262-4193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36118,1010,1 株式会社日医調剤　一〒405-0073 （調基１）第321号         平成28年 4月 1日
     笛薬1010 宮薬局 笛吹市一宮町末木８６３－１ （調）第68号              平成28年12月 1日
     0553-20-5388  (0553-20-5389) （後発調２）第154号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第157号           平成28年12月 1日
     （在薬）第155号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36218,1014,3 株式会社中沢薬局　河〒406-0043 （調基１）第323号         平成28年 4月 1日
     笛薬1014 内店 笛吹市石和町河内４５－９ （在薬）第379号           平成24年 4月 1日
     055-230-5307  (055-230-5308)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36318,1015,0 一宮町薬局 〒405-0077 （調基１）第324号         平成28年 4月 1日
     笛薬1015 笛吹市一宮町坪井１６９４－１１ （在薬）第224号           平成15年11月 4日
     0553-20-5161  (0553-20-5162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36418,1016,8 セキテイ調剤薬局　石〒406-0028 （調基１）第325号         平成28年 4月 1日
     笛薬1016 和店 笛吹市石和町駅前７番地１３ （後発調１）第339号       平成29年 1月 1日
     055-261-8931  (055-261-8933)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36518,1021,8 ももの木薬局 〒406-0032 （調基３）第16号          平成28年 4月 1日
     笛薬1021 笛吹市石和町四日市場４５－２ （後発調２）第155号       平成28年 4月 1日
     055-261-2006  (055-261-2106) （か薬）第216号           平成30年 1月 1日
     （在薬）第276号           平成20年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36618,1024,2 アーク調剤薬局　一宮〒405-0072 （調基１）第326号         平成28年 4月 1日
     笛薬1024 店 笛吹市一宮町本都塚１４８－５ （後発調２）第156号       平成28年 4月 1日
     0553-47-7766  (0553-47-7767) （在薬）第262号           平成18年10月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36718,1025,9 株式会社みやび　みや〒406-0803 （調基１）第327号         平成28年 4月 1日
     笛薬1025 び御坂薬局 笛吹市御坂町井之上８１９－６ （か薬）第145号           平成28年 9月 1日
     055-230-5515  (055-230-5514) （在薬）第272号           平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36818,1026,7 ウエルシア薬局　石和〒406-0045 （調基１）第328号         平成28年 4月 1日
     笛薬1026 店 笛吹市石和町井戸７２ （後発調２）第257号       平成30年 3月 1日
     055-262-8873  (055-263-1876) （在薬）第394号           平成24年 9月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  36918,1028,3 セキテイ調剤薬局　境〒406-0842 （調基１）第329号         平成28年 4月 1日
     笛薬1028 川店 笛吹市境川町石橋２１９３－１ （後発調１）第282号       平成28年 5月 1日
     055-266-8966  (055-266-8967)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37018,1029,1 ウエルシア薬局　マー〒406-0804 （調基１）第330号         平成28年 4月 1日
     笛薬1029 ケットタウン御坂店 笛吹市御坂町夏目原１１１６番地 （後発調１）第342号       平成29年 2月 1日
     055-261-8701  (055-261-8702) （在薬）第436号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37118,1030,9 株式会社ウエノ　ウエ〒406-0041 （調基１）第331号         平成28年 4月 1日
     笛薬1030 ノ石和薬局 笛吹市石和町東高橋１３０ （調）第34号              平成28年 4月 1日
     055-261-9393  (055-261-9395) （後発調２）第172号       平成28年 6月 1日
     （在調）第40号            平成28年 8月 1日
     （か薬）第73号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第269号           平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37218,1032,5 株式会社ウエノ　ＦＫ〒406-0031 （調基１）第332号         平成28年 4月 1日
     笛薬1032 ウエノ笛吹薬局 笛吹市石和町市部１００６－３ （か薬）第146号           平成28年 9月 1日
     055-261-5511  (055-261-5512) （在薬）第290号           平成21年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37318,1035,8 株式会社日医調剤　石〒406-0036 （調基１）第334号         平成28年 4月 1日
     笛薬1035 和薬局 笛吹市石和町窪中島７１－１ （後発調２）第158号       平成28年 4月 1日
     055-261-3371  (055-261-3372) （在薬）第338号           平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37418,1037,4 有限会社ハタノ薬局　〒406-0045 （調基１）第335号         平成28年 4月 1日
     笛薬1037 井戸店 笛吹市石和町井戸１７７－４ （在薬）第383号           平成24年 4月 1日
     055-287-8835  (055-287-8836)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37518,1041,6 八代調剤薬局 〒406-0033 （調基１）第337号         平成28年 4月 1日
     笛薬1041 笛吹市石和町小石和２６５４ （後発調２）第217号       平成29年 6月 1日
     055-261-1552  (055-261-1553) （か薬）第140号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第406号           平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37618,4000,9 大和薬局　春日居店 〒406-0003 （調基１）第338号         平成28年 4月 1日
     笛薬4000 笛吹市春日居町桑戸７０２－１ （在薬）第414号           平成25年 9月 1日
     0553-26-3951  (0553-26-3952)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37718,4003,3 かすがい薬局 〒406-0002 （調基１）第340号         平成28年 4月 1日
     笛薬4003 笛吹市春日居町別田１０２番地１
     0553-39-8337  (0553-39-8571)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37818,4004,1 アイセイ薬局　笛吹店〒406-0032 （調基３）第23号          平成28年10月 1日
     笛薬4004 笛吹市石和町四日市場２０３１－ （後発調１）第394号       平成29年11月 1日
     ３８ （か薬）第151号           平成28年10月 1日
     055-269-7200  (055-269-7201) （在薬）第498号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  37918,4005,8 なでしこ薬局 〒406-0023 （調基１）第431号         平成29年 7月 1日
     笛薬4005 笛吹市石和町八田３３０－１８ （後発調１）第374号       平成29年 8月 1日
     055-230-5005  (055-230-5115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38018,4006,6 フリヤ薬局 〒406-0031 （調基１）第426号         平成29年 3月24日
     笛薬4006 笛吹市石和町市部１０７８－１ （か薬）第175号           平成29年 3月24日
     055-262-2815  (055-262-2815) （在薬）第509号           平成29年 3月24日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38118,4007,4 ウエルシア薬局　石和〒406-0031 （調基１）第427号         平成29年 3月28日
     笛薬4007 市部店 笛吹市石和町市部１０９０－１ （後発調１）第400号       平成29年12月 1日
     055-261-8722  (055-261-8723) （在薬）第510号           平成29年 3月28日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38218,4008,2 あすなろ石和薬局 〒406-0035 （調基１）第428号         平成29年 4月 1日
     笛薬4008 笛吹市石和町広瀬６２３－４０ （調）第83号              平成29年 4月 1日
     055-263-1568  (055-263-6702) （後発調２）第213号       平成29年 4月 1日
     （在調）第54号            平成29年 6月 1日
     （か薬）第176号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第511号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38319,0007,6 いずみ薬局 〒409-1502 （調基１）第341号         平成28年 4月 1日
     北杜薬7 北杜市大泉町谷戸２９７０－６ （在薬）第182号           平成14年10月 1日
     0551-38-4222  (0551-38-4413)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38419,1006,7 長坂調剤薬局 〒408-0034 （調基１）第344号         平成28年 4月 1日
     北杜薬1006 北杜市長坂町大八田３９２２番地 （調）第63号              平成28年10月 1日
     ４ （後発調１）第343号       平成29年 2月 1日
     0551-32-7911  (0551-32-7912) （か薬）第27号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第183号           平成14年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38519,1008,3 株式会社中沢薬局　白〒408-0315 （調基１）第345号         平成28年 4月 1日
     北杜薬1008 州店 北杜市白州町白須１００８－５ （在薬）第318号           平成22年 8月 1日
     0551-20-4667  (0551-20-4668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38619,1009,1 ホクト薬局 〒408-0114 （調基１）第346号         平成28年 4月 1日
     北杜薬1009 北杜市須玉町藤田７５８ （後発調１）第261号       平成28年 4月 1日
     0551-42-4321  (0551-42-4322) （か薬）第28号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第240号           平成16年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38719,1010,9 北杜ひまわり薬局 〒408-0204 （調基１）第347号         平成28年 4月 1日
     北杜薬1010 北杜市明野町上手２４４ （後発調１）第262号       平成28年 4月 1日
     0551-25-4508  (0551-25-4509)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38819,1011,7 塩川調剤薬局 〒408-0114 （調基１）第348号         平成28年 4月 1日
     北杜薬1011 北杜市須玉町藤田７２７－１ （後発調１）第263号       平成28年 4月 1日
     0551-42-5900  (0551-42-5901) （か薬）第29号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第261号           平成18年 8月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  38919,1012,5 クスリのサンロード薬〒408-0034 （調基１）第349号         平成28年 4月 1日
     北杜薬1012 局　長坂店 北杜市長坂町大八田４０１８ （後発調２）第161号       平成28年 4月 1日
     0551-32-1130  (0551-32-1131) （在薬）第332号           平成23年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39019,1014,1 高根調剤薬局 〒408-0002 （調基１）第350号         平成28年 4月 1日
     北杜薬1014 北杜市高根町村山北割１９７３－ （調）第58号              平成28年 8月 1日
     ２ （か薬）第30号            平成28年 4月 1日
     0551-35-9320  (0551-35-9321) （在薬）第308号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39119,1015,8 うえはら薬局 〒408-0021 （調基１）第351号         平成28年 4月 1日
     北杜薬1015 北杜市長坂町長坂上条２０６１番 （調）第36号              平成28年 4月 1日
     地５ （後発調２）第224号       平成29年 8月 1日
     0551-32-8804  (0551-32-8805) （在調）第26号            平成27年 4月 1日
     （か薬）第76号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第374号           平成24年 3月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39219,1016,6 株式会社赤岡綜合薬局〒408-0112 （調基１）第352号         平成28年 4月 1日
     北杜薬1016 　須玉店 北杜市須玉町若神子７１３番地１ （後発調２）第162号       平成28年 4月 1日
     0551-45-7311  (0551-45-7312) （か薬）第77号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第408号           平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39319,4000,7 アーク調剤薬局　長坂〒408-0034 （調基１）第353号         平成28年 4月 1日
     北杜薬4000 店 北杜市長坂町大八田３８７８－１ （後発調２）第186号       平成28年10月 1日
     0551-45-9537  (0551-45-9538) （か薬）第31号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第413号           平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39419,4001,5 あすなろ武川薬局 〒408-0302 （調基１）第429号         平成29年 4月 1日
     北杜薬4001 北杜市武川町牧原１３６６－２ （調）第84号              平成29年 4月 1日
     0551-26-3800  (0551-26-3810) （後発調２）第214号       平成29年 4月 1日
     （か薬）第177号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第512号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39519,4002,3 アイセイ薬局　白州店〒408-0315 （調基１）第443号         平成29年10月 1日
     北杜薬4002 北杜市白州町白須１３４５ （後発調２）第236号       平成29年10月 1日
     0551-35-0033  (0551-35-0034) （か薬）第208号           平成29年10月 1日
     （在薬）第528号           平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39619,4003,1 アイセイ薬局　長坂店〒408-0035 （調基１）第444号         平成29年10月 1日
     北杜薬4003 北杜市長坂町夏秋９４５－４ （調）第108号             平成29年10月 1日
     0551-32-0111  (0551-32-0112) （後発調１）第389号       平成29年10月 1日
     （か薬）第209号           平成29年10月 1日
     （在薬）第529号           平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39720,0016,5 ありす薬局 〒409-0112 （調基１）第354号         平成28年 4月 1日
     上薬16 上野原市上野原６９１－１ （在薬）第407号           平成25年 5月 3日
     0554-62-1555  (0554-62-1555)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  39820,1003,2 大和屋薬局 〒409-0112 （調基１）第355号         平成28年 4月 1日
     上薬1003 上野原市上野原２０８５　　
     0554-63-0046  (0554-63-3568)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39920,1004,0 有限会社　内田薬局 〒409-0112 （調基１）第356号         平成28年 4月 1日
     上薬1004 上野原市上野原２００５－２
     0554-63-0465  (0554-63-6166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40020,1009,9 ウエルシア薬局　上野〒409-0112 （調基１）第357号         平成28年 4月 1日
     上薬1009 原店 上野原市上野原４１１４ （後発調１）第362号       平成29年 5月 1日
     0554-30-2155  (0554-30-2156) （在薬）第438号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40120,1011,5 有限会社さくら　さく〒409-0112 （調基１）第358号         平成28年 4月 1日
     上薬1011 ら調剤薬局 上野原市上野原３６４６－１ （在薬）第481号           平成28年 4月 1日
     0554-63-6644  (0554-62-5522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40220,1014,9 ヒロ薬局　上野原店 〒409-0112 （調基１）第360号         平成28年 4月 1日
     上薬1014 上野原市上野原３６４８－４ （調）第37号              平成28年 4月 1日
     0554-62-6240  (0554-62-6241) （後発調１）第265号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第78号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第421号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40320,4000,5 コモア薬局 〒409-0126 （調基１）第361号         平成28年 4月 1日
     上薬4000 上野原市コモアしおつ３丁目２２ （在薬）第468号           平成27年 9月 1日
     －３
     0554-56-8915  (0554-56-8916)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40420,4002,1 サンロード調剤薬局　〒409-0112 （調基１）第413号         平成29年 2月 1日
     上薬4002 上野原店 上野原市上野原３５５３ （後発調２）第206号       平成29年 2月 1日
     0554-68-3007  (0554-68-3008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40522,0003,9 田辺薬局 〒404-0043 （調基１）第362号         平成28年 4月 1日
     甲州薬3 甲州市塩山下於曽５５４ （在薬）第13号            平成 8年 6月 1日
     0553-33-6600  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40622,1005,3 アーク調剤薬局 〒404-0045 （調基１）第364号         平成28年 4月 1日
     甲州薬1005 甲州市塩山上塩後２７１番地４ （調）第50号              平成28年 6月 1日
     0553-32-8077  (0553-32-8088) （後発調２）第164号       平成28年 4月 1日
     （在調）第20号            平成26年 7月 1日
     （か薬）第110号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第137号           平成12年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40722,1009,5 株式会社日医調剤　勝〒409-1316 （調基１）第365号         平成28年 4月 1日
     甲州薬1009 沼薬局 甲州市勝沼町勝沼２９５９番２ （調）第69号              平成28年12月 1日
     0553-20-4660  (0553-20-4661) （後発調１）第408号       平成30年 2月 1日
     （か薬）第158号           平成28年12月 1日
     （在薬）第154号           平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  40822,1010,3 四つ葉薬局　勝沼店 〒409-1304 （調基１）第366号         平成28年 4月 1日
     甲州薬1010 甲州市勝沼町休息１２５３－６ （か薬）第111号           平成28年 6月 1日
     0553-44-2801  (0553-44-2889) （在薬）第146号           平成13年 9月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40922,1012,9 株式会社みやび　みや〒409-1316 （調基１）第367号         平成28年 4月 1日
     甲州薬1012 び勝沼薬局 甲州市勝沼町勝沼９４３－６ （か薬）第213号           平成29年12月 1日
     0553-44-6077  (0553-44-6078) （在薬）第273号           平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41022,1013,7 ウエルシア薬局　塩山〒404-0043 （調基１）第368号         平成28年 4月 1日
     甲州薬1013 市民病院前店 甲州市塩山下於曽１４７０ （後発調１）第384号       平成29年10月 1日
     0553-32-6255  (0553-32-6256) （在薬）第439号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41122,1014,5 四つ葉薬局　塩山店 〒404-0044 （調基１）第369号         平成28年 4月 1日
     甲州薬1014 甲州市塩山下塩後３３６－７ （調）第52号              平成28年 6月 1日
     0553-39-8860  (0553-39-8861) （在調）第1号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第112号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第339号           平成23年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41222,1016,0 塩山富士薬局 〒404-0044 （調基１）第370号         平成28年 4月 1日
     甲州薬1016 甲州市塩山下塩後８９０－１ （薬菌）第11号            平成27年 9月 1日
     0553-32-1102  (0553-32-1103) （在調）第57号            平成29年 8月 1日
     （在薬）第384号           平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41322,1017,8 日本調剤　塩山薬局 〒404-0043 （調基１）第371号         平成28年 4月 1日
     甲州薬1017 甲州市塩山下於曽１１３１－１６ （調）第74号              平成29年 2月 1日
     0553-32-6277  (0553-32-6278) （後発調２）第218号       平成29年 6月 1日
     （か薬）第135号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第369号           平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41422,4000,1 ひまわり薬局 〒404-0046 （調基３）第19号          平成28年 4月 1日
     甲州薬4000 甲州市塩山上井尻１４１８
     0553-32-8931  (0553-32-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41522,4001,9 フラワー薬局塩山市民〒404-0037 （調基３）第26号          平成29年 9月 1日
     甲州薬4001 病院前店 甲州市塩山西広門田４３３－５ （後発調２）第233号       平成29年10月 1日
     0553-33-1193  (0553-33-1194) （在薬）第503号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41622,4002,7 アーク調剤薬局　塩山〒404-0037 （調基１）第419号         平成29年 4月 1日
     甲州薬4002 中央店 甲州市塩山西広門田４５９－３ （後発調１）第376号       平成29年 8月 1日
     0553-39-9500  (0553-39-9501) （か薬）第215号           平成30年 1月 1日
     （在薬）第504号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41722,4003,5 あしざわ薬局 〒404-0043 （調基１）第432号         平成29年 7月 1日
     甲州薬4003 甲州市塩山下於曽１３８０ （か薬）第217号           平成30年 1月 1日
     0553-34-8455  (0553-34-8456) （在薬）第515号           平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  41822,4004,3 株式会社　塩山薬局 〒404-0042 （調基１）第450号         平成30年 1月 4日
     甲州薬4004 甲州市塩山上於曽１７５３番地 （在薬）第534号           平成30年 1月 4日
     0553-33-2555  (0553-32-4484)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41923,0001,1 内藤薬局 〒409-3843 （調基１）第372号         平成28年 4月 1日
     中央薬1 中央市西花輪３５０４－１
     055-273-1588  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42023,0007,8 向洋薬局　玉穂店 〒409-3803 （調基１）第373号         平成28年 4月 1日
     中央薬7 中央市若宮３２－５
     055-274-3280  (055-274-3280)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42123,0021,9 フクシマヤ薬局　玉穂〒409-3815 （調基１）第374号         平成28年 4月 1日
     中央薬21 店 中央市成島１６９５－１
     055-287-6961  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42223,1002,8 株式会社オーエスドラ〒409-3845 （調基１）第375号         平成28年 4月 1日
     中央薬1002 ッグス　ショッピング中央市山之神１１２２ （在薬）第95号            平成12年 1月 1日
     センター店 055-273-0687  (055-273-8660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42323,1003,6 有限会社田富調剤薬局〒409-3843 （調基２）第10号          平成28年 4月 1日
     中央薬1003 中央市西花輪３５９０－１ （在薬）第2号             平成 6年10月24日
     055-274-3183  (055-274-3183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42423,1004,4 菜の花薬局 〒409-3842 （調基１）第376号         平成28年 4月 1日
     中央薬1004 中央市東花輪５０－３０ （か薬）第79号            平成28年 4月 1日
     055-274-2788  (055-274-2788) （在薬）第307号           平成22年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42523,1005,1 みどり薬局　玉穂店 〒409-3803 （調基１）第377号         平成28年 4月 1日
     中央薬1005 中央市若宮２７－６ （調）第105号             平成29年10月 1日
     055-274-2222  (055-274-2324) （か薬）第172号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第235号           平成16年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42623,1008,5 アロマ調剤薬局　田富〒409-3843 （調基１）第378号         平成28年 4月 1日
     中央薬1008 店 中央市西花輪４２５８－６
     055-273-7452  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42723,1009,3 山梨中央薬局 〒409-3803 （調基１）第414号         平成29年 4月 1日
     中央薬1009 中央市若宮２７－１０ （調）第82号              平成29年 4月 1日
     055-278-5266  (055-278-5267) （在調）第43号            平成28年 8月 1日
     （か薬）第141号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第173号           平成14年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42823,1010,1 株式会社中沢薬局　玉〒409-3804 （調基１）第379号         平成28年 4月 1日
     中央薬1010 穂店 中央市井之口９８０－５ （後発調１）第267号       平成28年 4月 1日
     055-278-5455  (055-278-5456) （在薬）第422号           平成26年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  42923,1012,7 株式会社オーエスドラ〒409-3845 （調基１）第381号         平成28年 4月 1日
     中央薬1012 ッグス　リバーサイド中央市山之神２１８３－５２
     南店 055-273-1889  (055-273-1889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43023,1014,3 さくら調剤薬局 〒409-3803 （調基１）第382号         平成28年 4月 1日
     中央薬1014 中央市若宮２７－２ （調）第103号             平成29年 9月 1日
     055-273-0113  (055-273-0114) （後発調１）第395号       平成29年11月 1日
     （か薬）第203号           平成29年 9月 1日
     （在薬）第482号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43123,1015,0 すずらん薬局 〒409-3845 （調基１）第383号         平成28年 4月 1日
     中央薬1015 中央市山之神１５３３－２２ （後発調２）第244号       平成30年 1月 1日
     055-273-6555  (055-273-6555) （在薬）第382号           平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43223,1016,8 セキテイ調剤薬局　豊〒400-1514 （調基１）第384号         平成28年 4月 1日
     中央薬1016 富店 中央市浅利１６８６－５
     055-269-3391  (055-269-3392)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43323,1017,6 有限会社　よし薬局 〒409-3842 （調基１）第385号         平成28年 4月 1日
     中央薬1017 中央市東花輪６７１－１ （後発調２）第258号       平成30年 3月 1日
     055-273-2330  (055-242-7191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43423,1019,2 みさき薬局　田富 〒409-3841 （調基１）第386号         平成28年 4月 1日
     中央薬1019 中央市布施２０６７－１ （調）第39号              平成28年 4月 1日
     055-267-8866  (055-267-8867) （後発調１）第270号       平成28年 4月 1日
     （薬菌）第16号            平成29年 1月 1日
     （在調）第37号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第81号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第341号           平成23年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43523,1020,0 調剤薬局ツルハドラッ〒409-3821 （調基１）第387号         平成28年 4月 1日
     中央薬1020 グ　山梨中央店 中央市下河東４００ （後発調１）第412号       平成30年 3月 1日
     055-278-6228  (055-230-7160) （在薬）第463号           平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43623,1022,6 山梨調剤センター薬局〒409-3803 （調基２）第11号          平成28年 4月 1日
     中央薬1022 中央市若宮２８番１ （後発調１）第364号       平成29年 5月 1日
     055-240-3036  (055-240-3037) （在薬）第330号           平成23年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43723,1023,4 徳永薬局　山梨中央店〒409-3804 （調基１）第388号         平成28年 4月 1日
     中央薬23 中央市井之口１０９１－１ （在薬）第314号           平成22年 4月 1日
     055-267-6862  (055-267-6884)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43823,1024,2 一般財団法人医薬分業〒409-3803 （調基１）第389号         平成28年 4月 1日
     中央薬1024 支援センター　会営調中央市若宮２７－１２ （調）第93号              平成29年 7月 1日
     剤薬局 055-274-3400  (055-274-3401) （薬菌）第7号             平成27年 7月 1日
     （か薬）第82号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第310号           平成22年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　薬局] 平成30年 3月29日   45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  43923,1025,9 株式会社中沢薬局　医〒409-3803 （調基１）第390号         平成28年 4月 1日
     中央薬1025 大前店 中央市若宮２３－３ （在薬）第423号           平成26年 4月 1日
     055-269-5881  (055-269-5882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44023,4001,7 セキテイ調剤薬局　医〒409-3803 （調基１）第391号         平成28年 4月 1日
     中央薬4001 大若宮店 中央市若宮４６－２
     055-278-6600  (055-278-6601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44123,4002,5 アイセイ薬局　玉穂店〒409-3815 （調基１）第445号         平成29年10月 1日
     中央薬4002 中央市成島２４４３－１ （後発調２）第237号       平成29年10月 1日
     055-240-3888  (055-240-3889) （在調）第62号            平成29年10月 1日
     （か薬）第210号           平成29年10月 1日
     （在薬）第530号           平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


