
地域連携薬局 令和５年３月27日現在

通番 薬局名称 郵便番号 薬局所在地 薬局開設者 認定番号 当初認定年月日
薬局開設
許可番号

薬局開設
許可年月日

備考

1 あらり薬局 4103502
静岡県賀茂郡西伊豆町安良里３
３６－１

株式会社高橋衛生堂 賀保A第31-1号 令和4年7月28日 賀保A第1-69号 平成29年4月1日

2 アイン薬局伊豆高原店 4130232 静岡県伊東市八幡野９６７－１９
株式会社アインファーマ
シーズ

熱保A第31-1号 令和4年8月22日 熱保A第1-122号 令和2年10月1日

3 アイン薬局宇佐美店 4140001
静岡県伊東市宇佐美１９３６－２
９

株式会社アインファーマ
シーズ

熱保A第31-2号 令和4年10月28日 熱保A第1-118号 平成31年4月1日

4 うさぎ薬局大室高原店 4130231
静岡県伊東市富戸１３１７－５７
２３

株式会社うさぎ薬局 熱保A第31-3号 令和5年2月20日 熱保A第1-120号 令和2年4月20日

5 うさぎ薬局広野店 4140038 静岡県伊東市広野１－３－２６ 株式会社うさぎ薬局 熱保A第31-4号 令和5年2月24日 熱保A第1-121号 令和2年9月11日

6 天城薬局 4103211 静岡県伊豆市松ケ瀬５０－３ 有限会社天城調剤薬局 東保A第31-1号 令和3年8月1日 東保A第1-192号 平成30年9月1日

7 メディオ薬局大岡高田店 4100022 静岡県沼津市大岡１９９８
株式会社アインファーマ
シーズ

東保A第31-2号 令和3年8月1日 東保A第1-550号 平成31年4月1日

8 アイン薬局根古屋店 4100309 静岡県沼津市根古屋３０８－１
株式会社アインファーマ
シーズ

東保A第31-3号 令和3年8月1日 東保A第1-564号 平成31年4月1日

9 メディオ薬局八幡町店 4100881 静岡県沼津市八幡町２７－３
株式会社アインファーマ
シーズ

東保A第31-4号 令和3年8月1日 東保A第1-548号 平成31年4月1日

10 メディオ薬局高沢町店 4100057 静岡県沼津市高沢町６－２１
株式会社アインファーマ
シーズ

東保A第31-5号 令和3年8月1日 東保A第1-546号 平成31年4月1日

11
ウエルシア薬局裾野深良
店

4101102 静岡県裾野市深良８０１－１ ウエルシア薬局株式会社 東保A第31-6号 令和3年8月3日 東保A第1-493号 平成28年9月1日

12 たんぽぽ薬局 4100302 静岡県沼津市東椎路７０８－７ 有限会社HEARTS 東保A第31-7号 令和3年8月6日 東保A第1-348号 令和元年12月28日

13
ウエルシア薬局ルピア函南
店

4110114
静岡県田方郡函南町仁田７４－
１

ウエルシア薬局株式会社 東保A第31-9号 令和3年8月31日 東保A第1-520号 平成29年12月11日

14 うさぎ薬局修善寺店 4102413 静岡県伊豆市小立野９０－１ 有限会社修善寺薬局 東保A第31-10号 令和3年11月29日 東保A第1-101号 平成29年7月3日

15 メディオ薬局大岡下石田店 4100022 静岡県沼津市大岡１１５８
株式会社アインファーマ
シーズ

東保A第31-11号 令和3年12月1日 東保A第1-552号 平成31年4月1日

16 アイン薬局沼津若葉町店 4100059 静岡県沼津市若葉町４－１０
株式会社アインファーマ
シーズ

東保A第31-12号 令和3年12月1日 東保A第1-566号 平成31年4月1日

17 メイプル薬局大岡店 4100022 静岡県沼津市大岡１０６６－３ 有限会社メイプル 東保A第31-13号 令和3年12月3日 東保A第1-234号 令和3年2月14日

18 アイン薬局長泉本宿店 4110945
静岡県駿東郡長泉町本宿岸田３
１４－５

株式会社アインファーマ
シーズ

東保A第31-14号 令和4年3月30日 東保A第1-561号 平成31年4月1日

19 ファーマライズ薬局沼津店 4100801
静岡県沼津市大手町３－５－１５
三井住友海上沼津ビル１Ｆ

ファーマライズ株式会社 東保A第31-15号 令和4年5月9日 東保A第1-544号 平成31年3月1日

20 小島薬局本店 4100007 静岡県沼津市西沢田３３５－１ 株式会社小島薬局 東保A第31-16号 令和4年5月25日 東保A第1-516号 平成29年9月23日
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21 小島薬局筒井町店 4100041 静岡県沼津市筒井町１１－２ 株式会社小島薬局 東保A第31-17号 令和4年6月20日 東保A第1-510号 平成29年5月3日

22 アイン薬局納米里駅前店 4110933
静岡県駿東郡長泉町納米里６７
－３

株式会社アインファーマ
シーズ

東保A第31-18号 令和4年7月27日 東保A第1-562号 平成31年4月1日

23 アイン薬局沼津原店 4100312 静岡県沼津市原１７２１－１８
株式会社アインファーマ
シーズ

東保A第31-19号 令和4年9月30日 東保A第1-565号 平成31年4月1日

24 メディオ薬局大岡日吉店 4110022 静岡県沼津市大岡１７４３－１
株式会社アインファーマ
シーズ

東保A第31-20号 令和4年9月30日 東保A第1-551号 平成31年4月1日

25 日本調剤伊豆長岡薬局 4102211
静岡県伊豆の国市長岡１１２３－
６

日本調剤株式会社 東保A第31-21号 令和4年10月20日 東保A第1-577号 令和1年10月10日

26 アイン薬局清水町柿田店 4110904
静岡県駿東郡清水町柿田１６１
－１

株式会社アインファーマ
シーズ

東保A第31-22号 令和4年10月28日 東保A第1-554号 平成31年4月1日

27 アイン薬局清水町伏見店 4110907
静岡県駿東郡清水町伏見７８８
－１

株式会社アインファーマ
シーズ

東保A第31-23号 令和4年10月28日 東保A第1-567号 平成31年4月1日

28 アイン薬局清水町長沢店 4110905
静岡県駿東郡清水町長沢２５６
－１

株式会社アインファーマ
シーズ

東保A第31-24号 令和4年12月1日 東保A第1-553号 平成31年4月1日

29 メディオ薬局宮前町店 4100062 静岡県沼津市宮前町１３－４
株式会社アインファーマ
シーズ

東保A第31-25号 令和4年12月1日 東保A第1-560号 平成31年4月1日

30 メディオ薬局添地町店 4100803 静岡県沼津市添地町２０６
株式会社アインファーマ
シーズ

東保A第31-26号 令和5年1月23日 東保A第1-547号 平成31年4月1日

31 アイセイ薬局原店 4100312
静岡県沼津市原東中１４１８－３
４

株式会社アイセイ薬局 東保A第31-27号 令和5年2月13日 東保A第1-499号 令和4年10月1日

32 メディオ薬局米山町店 4100046 静岡県沼津市米山町１０－３１
株式会社アインファーマ
シーズ

東保A第31-28号 令和5年2月21日 東保A第1-549号 平成31年4月1日

33
ウエルシア薬局御殿場新
橋店

4120043
静岡県御殿場市新橋１９１７
－１

ウエルシア薬局株式会社 御保A第31-2号 令和4年1月18日 御保A第1-76号 平成30年1月10日

34
ファーマライズ薬局ぐみ
沢店

4120041
静岡県御殿場市茱萸沢字立道
１１４３－５

ファーマライズ株式会社 御保A第31-3号 令和4年7月12日 御保A第1-82号 平成31年3月1日

35 御殿場みなみ薬局 4120042
静岡県御殿場市新橋１７０４
－１

ファーマライズ株式会社 御保A第31-4号 令和4年10月11日 御保A第1-89号 令和4年5月3日

36
ウエルシア薬局御殿場川
島田店

4120045
静岡県御殿場市川島田４０５
－１

ウエルシア薬局株式会社 御保A第31-5号 令和5年1月19日 御保A第1-70号 令和4年6月9日

37 アイン薬局富士吉原店 4170051
静岡県富士市吉原４－６－２
７－２

株式会社アインファーマ
シーズ

富士保A第31-1号 令和3年8月1日 富士保A第1-298号 令和3年11月1日

38 日本調剤　富士高島薬局 4170048 静岡県富士市高島町３２－１ 日本調剤株式会社 富士保A第31-3号 令和3年8月26日 富士保A第1-266号 令和1年5月14日

39 アイン薬局富士店 4160916
静岡県富士市平垣１０９－１
０

株式会社アインファーマ
シーズ

富士保A第31-4号 令和3年12月1日 富士保A第1-295号 令和3年11月1日

40 なの花薬局矢立町店 4180072
静岡県富士宮市矢立町９１０
－２７

株式会社なの花東日本 富士保A第31-5号 令和4年3月3日 富士保A第1-290号 令和3年4月1日
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41 メディオ薬局西宮島店 4160939
静岡県富士市川成島７５６番
１

株式会社アインファーマ
シーズ

富士保A第31-6号 令和4年7月7日 富士保A第1-342号 平成31年4月1日

42 日本調剤　蒲原薬局 4213306
静岡県富士市中之郷字大楽窪
２４３７番地５　１F

日本調剤株式会社 富士保A第31-7号 令和4年7月12日 富士保A第1-248号 平成30年9月13日

43 アイン薬局米之宮店 4160951 静岡県富士市米之宮町２３６
株式会社アインファーマ
シーズ

富士保A第31-8号 令和4年8月25日 富士保A第1-341号 平成31年4月1日

44 アイン薬局富士宮大岩店 4180013 静岡県富士宮市大岩２７７－８
株式会社アインファーマ
シーズ

富士保A第31-9号 令和4年12月28日 富士保A第1-345号 平成31年4月1日

45 アイン薬局富士石坂店 4170862 静岡県富士市石坂１６８－６
株式会社アインファーマ
シーズ

富士保A第31-10号 令和5年2月21日 富士保A第1-343号 平成31年4月1日

46 さくら薬局　藤枝駅前店 4260034
静岡県藤枝市駅前３－４－１７丸
五ビル１階

クラフト株式会社 中保A第31-2号 令和3年11月1日 中保A第1-415号 平成29年7月1日

47 わかくさ薬局高洲店 4260046 静岡県藤枝市高洲７８０ 有限会社わかくさ調剤薬局 中保Ａ第31-3号 令和3年12月6日 中保Ａ第1-274号 平成28年12月21日

48
ウエルシア薬局焼津ねぎ
島店

4250045 静岡県焼津市祢宜島５４０ ウエルシア薬局株式会社 中保A第31-4号 令和3年12月6日 中保A第1-366号 令和2年9月1日

49 クリエイト薬局焼津小土店 4250086 静岡県焼津市小土２７０－１７
株式会社クリエイトエス・
ディー

中保A第31-5号 令和3年12月10日 中保A第1-307号 平成30年3月8日

50 株式会社大平薬局 4210523 静岡県牧之原市波津３－２８ 株式会社大平薬局 中保A第31-6号 令和4年2月25日 中保A第1-329号 令和1年5月4日

51 スギ薬局　大覚寺店 4250088 静岡県焼津市大覚寺２－２５－７ 株式会社スギ薬局 中保A第31-7号 令和4年3月3日 中保A第1-196号 令和3年1月5日

52 エムハート薬局六合店 4270019 静岡県島田市道悦４－１１－１４ 株式会社ユニスマイル 中保A第31-8号 令和4年4月1日 中保A第1-488号 令和4年4月1日

53 アイン薬局藤枝店 4260077
静岡県藤枝市駿河台２－１７－２
４

株式会社アインファーマ
シーズ

中保A第31-9号 令和4年7月19日 中保A第1-399号 令和3年11月1日

54
ウエルシア薬局藤枝高洲
店

4260046 静岡県藤枝市高洲１－１３－３４ ウエルシア薬局株式会社 中保A第31-10号 令和4年8月1日 中保A第1-359号 令和2年9月1日

55 さくら薬局　島田稲荷店 4270038 静岡県島田市稲荷３－１６－２２ クラフト株式会社 中保A第31-11号 令和4年9月12日 中保A第1-416号 平成29年7月1日

56 アイン薬局岡部内谷店 4211131
静岡県藤枝市岡部町内谷６０－
１

株式会社アインファーマ
シーズ

中保A第31-12号 令和4年10月11日 中保A第1-445号 平成31年4月1日

57 さくら薬局　西焼津店 4250073 静岡県焼津市小柳津２１２－５ クラフト株式会社 中保A第31-13号 令和4年12月1日 中保A第1-420号 平成29年7月1日

58 アイン薬局榛原店 4210421 静岡県牧之原市細江２９３７－１
株式会社アインファーマ
シーズ

中保A第31-14号 令和5年3月27日 中保A第1-397号 令和3年11月1日

59 さくら薬局　磐田鎌田店 4380038 静岡県磐田市鎌田８６７－４ さくら薬局株式会社 西保A第31-2号 令和4年1月13日 西保A第1-433号 令和3年5月1日

60 古見薬局 4310442 静岡県湖西市古見８６２－４ 薬局こさい株式会社 西保A第31-3号 令和4年1月26日 西保A第1-377号 令和4年12月1日
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61 南山堂薬局小笠店 4371514 静岡県菊川市下平川1507－１ 株式会社南山堂 西保A第31-4号 令和4年4月28日 西保A第1-234号 令和4年4月1日

62 南山堂薬局平田店 4371514 静岡県菊川市下平川１８３６－９ 株式会社南山堂 西保A第31-5号 令和4年10月27日 西保A第1-274号 令和5年2月17日

63 しらびょうし薬局 4380066 静岡県磐田市白拍子５８－６ ケアル株式会社 西保A第31-6号 令和4年10月31日 西保A第1-319号 平成30年9月1日

64
ウエルシア薬局菊川加茂
店

4390031 静岡県菊川市加茂２５５５ ウエルシア薬局株式会社 西保Ａ第31-7号 令和4年12月2日 西保A第1-350号 令和2年9月1日

65 アイン薬局磐田店 4380002 静岡県磐田市大久保５４４－１３
株式会社アインファーマ
シーズ

西保Ａ第31-8号 令和5年2月27日 西保A第1-456号 令和4年12月1日

66 アイン薬局長谷通店 4200882
静岡県静岡市葵区安東１－２１
－１２

株式会社アインファーマ
シーズ

薬静A第31-1号 令和3年8月1日 静保薬第110101932号 平成31年4月1日

67
ウエルシア薬局静岡西脇
店

4228044
静岡県静岡市駿河区西脇３０－
１

ウエルシア薬局株式会社 薬静A第31-4号 令和3年9月9日 静保薬第110101856号 令和2年9月1日

68
ウエルシア薬局清水興津
店

4240204
静岡県静岡市清水区興津中町１
３９４－１

ウエルシア薬局株式会社 薬静A第31-6号 令和3年10月11日 静保薬第210100189号 令和2年9月1日

69
ウエルシア薬局清水天王
店

4240017
静岡県静岡市清水区天王東６－
１６

ウエルシア薬局株式会社 薬静A第31-7号 令和3年10月11日 静保薬第210100192号 令和2年9月1日

70 はやい薬局 4200873 静岡県静岡市葵区籠上１２－５６ 株式会社ＧＲｅｅＮ 薬静A第31-8号 令和3年10月18日 静保薬第110101946号 令和2年4月1日

71 デイジー薬局 4240873
静岡県静岡市清水区有東坂５－
４４

池田　剛 薬静A第31-10号 令和3年11月9日 静保薬第210100123号 平成30年9月1日

72 そうごう薬局北安東店 4200881
静岡県静岡市葵区北安東３－２
０－１８

総合メディカル株式会社 薬静A第31-12号 令和4年1月6日 静保薬第110101618号 令和3年8月1日

73
ウエルシア薬局清水駒越
店

4240905
静岡県静岡市清水区駒越西１－
２－７０

ウエルシア薬局株式会社 薬静A第31-11号 令和4年1月6日 静保薬第210100203号 令和3年12月1日

74 あおば薬局水道町店 4200008
静岡県静岡市葵区水道町２７－
１

株式会社ワイシィアイ 薬静A第31-13号 令和4年2月4日 静保薬第110101694号 令和元年9月20日

75
有限会社やまうち薬局相生
町店

4200838 静岡県静岡市葵区相生町８－７ 有限会社やまうち薬局 薬静A第31-14号 令和4年2月9日 静保薬第110101670号 平成30年5月1日

76 すずらん薬局瀬名中央店 4200913
静岡県静岡市葵区瀬名川１－２
９－３４

株式会社アイドラッグ 薬静A第31-16号 令和4年3月22日 静保薬第110101800号 平成30年10月15日

77 ファーマライズ薬局柚木店 4200821 静岡県静岡市葵区柚木９０－９ ファーマライズ株式会社 薬静A第31-15号 令和4年3月22日 静保薬第110101930号 平成31年3月1日

78 日本調剤殿沢薬局 4240912
静岡県静岡市清水区殿沢１－１
－１

日本調剤株式会社 薬静A第31-17号 令和4年3月28日 静保薬第210100087号 平成31年3月13日

79 アイン薬局静岡店 4228006
静岡県静岡市駿河区曲金４－１
３－１７

株式会社アインファーマ
シーズ

薬静A第31-18号 令和4年7月27日 静保薬第110101876号 令和3年11月1日

80
ウエルシア薬局静岡安東
店

4200882
静岡県静岡市葵区安東３－１５
－１０

ウエルシア薬局株式会社 薬静A第31-19号 令和4年10月20日 静保薬第110101895号 令和4年9月1日



地域連携薬局 令和５年３月27日現在

通番 薬局名称 郵便番号 薬局所在地 薬局開設者 認定番号 当初認定年月日
薬局開設
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薬局開設
許可年月日
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81 日本調剤追手町薬局 4200031
静岡県静岡市葵区呉服町１－２
０呉服町タワー１階

日本調剤株式会社 薬静A第31-20号 令和4年10月20日 静保薬第110101831号 令和2年3月31日

82 アイン薬局丸子店 4210103
静岡県静岡市駿河区丸子２－２
－１２

株式会社アインファーマ
シーズ

薬静A第31-21号 令和4年12月6日 静保薬第110101933号 平成31年4月1日

83 うさぎ薬局草薙店 4240886
静岡県静岡市清水区草薙１－３
－１５－１０１

株式会社うさぎ薬局 薬静A第31-22号 令和5年2月13日 静保薬第210100205号 令和4年3月3日

84 日本調剤静岡豊田薬局 4228027
静岡県静岡市駿河区豊田３－４
－４３

日本調剤株式会社 薬静A第31-23号 令和5年3月27日 静保薬第110101967号 令和4年1月12日

85 アイン薬局浜松中央店 4300929
静岡県浜松市中区中央１－１５
－５浜松メディカルパークビル１F

株式会社アインファーマ
シーズ

薬浜A第31-1号 令和3年8月1日 浜健総A第1-604号 平成28年10月1日

86 あおい薬局初生店 4338112
静岡県浜松市北区初生町３８１
－８

株式会社あおい調剤 薬浜A第31-2号 令和3年9月27日 浜健浜A第1-436号 令和4年4月8日

87 ささがせ薬局 4350042
静岡県浜松市東区篠ケ瀬町４３
４－８

株式会社ヒロム 薬浜A第31-3号 令和3年11月9日 浜健総A第1-489号 平成30年1月1日

88 日本調剤住吉薬局 4300906
静岡県浜松市中区住吉２－３２
－１

日本調剤株式会社 薬浜A第31-4号 令和3年11月24日 浜健総A第1-183号 令和元年12月21日

89 日本調剤しょうげん薬局 4300802
静岡県浜松市東区将監町２２－
７

日本調剤株式会社 薬浜A第31-5号 令和3年11月24日 浜健総A第1-677号 令和2年2月1日

90 アイン薬局浜松住吉店 4300906
静岡県浜松市中区住吉１－２４
－１ＮＴＴ住吉ビル１Ｆ

株式会社アインファーマ
シーズ

薬浜A第31-6号 令和3年12月9日 浜健総A第1-577号 令和3年11月1日

91 ファーマライズ薬局浜松店 4300906
静岡県浜松市中区住吉２－１２
－２３

ファーマライズ株式会社 薬浜A第31-7号 令和3年12月10日 浜健総A第1-653号 平成31年3月1日

92
ファーマライズ薬局浜松中
央店

4300929
静岡県浜松市中区中央１－５－
２６

ファーマライズ株式会社 薬浜A第31-8号 令和3年12月16日 浜健総A第1-652号 平成31年3月1日

93 あるぷす薬局上島本店 4338122
静岡県浜松市中区上島５－１１
－２２

株式会社ベストシステム 薬浜A第31-9号 令和3年12月23日 浜健総A第1-641号 平成30年8月10日

94 さくら薬局浜松幸店 4338123 静岡県浜松市中区幸１－１３－５ クラフト株式会社 薬浜A第31-10号 令和4年2月4日 浜健総A第1-612号 平成29年3月1日

95
ファーマライズ薬局三方原
店

4338108 静岡県浜松市北区根洗町５６６ ファーマライズ株式会社 薬浜A第31-11号 令和4年2月16日 浜健浜A第1-685号 令和2年7月1日

96
ウエルシア薬局浜松医大
前店

4313125
静岡県浜松市東区半田山４－４
－１０

ウエルシア薬局株式会社 薬浜A第31-12号 令和4年2月25日 浜健総A第1-558号 令和2年9月1日

97 日本調剤三方原薬局 4338108
静岡県浜松市北区根洗町５５０
－４

日本調剤株式会社 薬浜A第31-13号 令和4年5月16日 浜健浜Ａ第1-397号 令和3年2月17日

98 ひらの薬局 4300901
静岡県浜松市中区曳馬４－１－
１２

株式会社ひらの 薬浜A第31-14号 令和4年11月16日 浜健総A第1-732号 令和4年7月1日

99 アイセイ薬局三方原店 4338105
静岡県浜松市北区三方原町５６
６－３

株式会社アイセイ薬局 薬浜A第31-15号 令和5年1月17日 浜健浜A第1-603号 令和4年10月1日

100
杏林堂薬局浜松医大調剤
センター

4313125
静岡県浜松市東区半田山１－２
０－２

株式会社杏林堂薬局 薬浜A第31-16号 令和5年1月26日 浜健総A第1-694号 令和3年1月1日



地域連携薬局 令和５年３月27日現在
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101 杏林堂薬局上西店 4350048
静岡県浜松市東区上西町３－１
２

株式会社杏林堂薬局 薬浜A第31-17号 令和5年1月26日 浜健総A第1-681号 令和2年4月8日



専門医療機関連携薬局 令和５年３月27日現在

通番 薬局名称 郵便番号 薬局所在地 薬局開設者 認定番号 当初認定年月日
薬局開設
許可番号

薬局開設
許可年月日

備考

該当なし


