台東区 店舗販売業一覧 （平成３１年４月１日現在）
No

名称

所在地

電話番号

開設者名

許可番号

許可開始日

許可終了日

1

くすりのおみせ あおやぎ

台東区秋葉原５番９号

3251-1914 有限会社青柳薬局

25台台健生医や第118号 平成25年6月24日 平成31年6月23日

2

コクミンドラッグ浅草店

台東区浅草一丁目１番１０号中傳第２ビル１階、２階

5830-1593 株式会社コクミン

30台台健生医や第62号 平成30年5月2日

3

サンドラッグ東武浅草駅前店

台東区浅草一丁目１番１２号第一屋ビル１階～３階

5830-8127 株式会社サンドラッグ

27台台健生医や第849号 平成27年12月21日 平成33年12月20日

4

八ツ目製薬株式会社

台東区浅草一丁目１０番４号

3845-4391 八ツ目製薬株式会社

29台台健生医や第1144号 平成30年4月23日 平成36年4月22日

5

くすりの福太郎 浅草店

台東区浅草一丁目２１番６号１階

5827-8561 株式会社 くすりの福太郎

28台台健生医や第706号 平成28年12月14日 平成34年12月13日

6

薬マツモトキヨシ 浅草一丁目店

台東区浅草一丁目２５番１７号花音ビル１階

5830-8084 株式会社マツモトキヨシ

27台台健生医や第299号 平成27年7月24日 平成33年7月23日

7

薬マツモトキヨシ 浅草店

台東区浅草一丁目３０番２号

3845-6918 株式会社マツモトキヨシ

27台台健生医や第750号 平成27年12月16日 平成33年12月15日

8

ネオ

台東区浅草二丁目１番１５号浅芽野ビル１階、地下１階

3841-5329 有限会社ネオ薬品

25台台健生医や第650号 平成26年3月1日

9

コクミンドラッグ 浅草２丁目店

台東区浅草二丁目２番４号竹山ビル

5830-0593 株式会社コクミン

28台台健生医や第1077号 平成29年2月15日 平成35年2月14日

10

厚生堂薬房

台東区浅草二丁目３番２０号

3844-0973 李 大生

28台台健生医や第413号 平成28年10月15日 平成34年10月14日

11

ＫＡＭＰＯ煎専堂

台東区浅草二丁目６番７号まるごとにっぽん内２階

3843-3711 株式会社タキザワ漢方廠

28台台健生医や第61号 平成28年5月11日 平成34年5月10日

12

ウエルシア浅草まるごとにっぽん店

台東区浅草二丁目６番７号

5830-8560 ウエルシア薬局株式会社

29台台健生医や第1072号 平成30年3月6日

13

ユニバーサルドラッグ 浅草六区店

台東区浅草二丁目８番１０号石山ビル１階

5830-7083

14

ドン・キホーテ浅草店

台東区浅草二丁目１０番

5826-2511 株式会社ドン・キホーテ

15

薬マツモトキヨシ 浅草二天門前店

台東区浅草二丁目３４番１号菊屋観光サービスセンター
5806-3065 株式会社マツモトキヨシ
ビル１階・２階

27台台健生医や第772号 平成27年12月1日 平成33年11月30日

16

浅草Ｔｏｋｉｓ Ｄｒｕｇ

台東区浅草二丁目３５番１０号

29台台健生医や第938号 平成30年1月26日 平成36年1月25日

ユニバーサルドラッグ株式会
社

3847-0034 張 碧華

平成36年5月1日

平成32年2月29日

平成36年3月5日

27台台健生医や第286号 平成27年7月17日 平成33年7月16日
25台台健生医や第476号 平成25年12月2日 平成31年12月1日
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17

ウォーターカラードラッグ浅草二天門
台東区浅草二丁目３５番１１号二天門前ビル１階
薬店

5830-9400 株式会社豊橋ダイコク

29台台健生医や第323号 平成29年8月9日

18

レーブル

台東区浅草三丁目２１番１０号

3871-6407 植木 潔

27台台健生医や第881号 平成28年4月19日 平成34年4月18日

19

フジヤ薬房

台東区浅草四丁目１９番３号

3875-2480 山浦 かおる

28台台健生医や第1121号 平成29年3月8日

20

薬マツモトキヨシ 浅草四丁目店

台東区浅草四丁目１９番５号

3876-5351 株式会社マツモトキヨシ

28台台健生医や第615号 平成28年11月1日 平成34年10月31日

21

ココカラファイン千束通店

台東区浅草五丁目５４番４号ライズ早川１階

5824-5550

株式会社ココカラファインヘル
30台台健生医や第670号 平成30年12月1日 平成36年11月30日
スケア

22

ココカラファイン浅草橋店

台東区浅草橋一丁目１８番１０号

5833-0599

株式会社ココカラファインヘル
30台台健生医や第669号 平成30年12月1日 平成36年11月30日
スケア

23

薬マツモトキヨシ 浅草橋駅前店

台東区浅草橋一丁目１８番１０号アックビル１階

5823-3926 株式会社マツモトキヨシ

24

誠心堂漢方館 浅草橋店

台東区浅草橋一丁目３３番１号ＳＥＩＳＨＩＮＤＯ ＢＬＤＧ２
3865-9393 株式会社誠心堂薬局
１階

26台台健生医や第406号 平成26年10月23日 平成32年10月22日

25

くすりのいしい

台東区浅草橋四丁目６番４号

3851-5554 有限会社イシイ薬局

26台台健生医や第74号 平成26年5月22日 平成32年5月21日

26

ウエルシア 台東入谷店

台東区入谷一丁目５番４号メゾンアワジ１階

3871-4041 ウエルシア薬局株式会社

30台台健生医や第1019号 平成31年3月1日

27

ミヤモトドラッグ

台東区入谷一丁目１３番８号

3875-2565 株式会社宮本薬局

28台台健生医や第708号 平成28年12月16日 平成34年12月15日

28

どらっぐぱぱす入谷店

台東区入谷一丁目１９番６号

3874-4193 株式会社 ぱぱす

29台台健生医や第1143号 平成30年4月25日 平成36年4月24日

29

漢方養生堂

台東区上野一丁目１８番１１号山光堂ビル４階

5809-0586 新日本漢方株式会社

30台台健生医や第1050号 平成31年2月26日 平成37年2月25日

30

守田宝丹

台東区上野二丁目１２番１１号

3831-0539 株式会社守田治兵衛商店

29台台健生医や第397号 平成29年10月27日 平成35年10月26日

31

多慶屋セレクト上野店薬品売場

台東区上野二丁目１３番１１号１Ｆ

3834-7345 株式会社多慶屋

26台台健生医や第771号 平成27年2月17日 平成33年2月16日

32

薬マツモトキヨシ 上野公園前店

台東区上野二丁目１３番１３号キクヤビル１階

5807-2075 株式会社マツモトキヨシ

27台台健生医や第1149号 平成28年4月11日 平成34年4月10日

平成35年8月8日

平成35年3月7日

30台台健生医や第753号 平成30年12月3日 平成36年12月2日

平成37年2月28日
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33

ＫＡＧＡＥ ＫＡＭＰＯ ＢＯＵＴＩＱＵＥ

台東区上野三丁目２４番６号パルコヤ４階

5846-3100 薬日本堂株式会社

29台台健生医や第476号 平成29年10月25日 平成35年10月24日

34

ココカラファイン御徒町駅前店

台東区上野三丁目２７番１号十仁タワービル１階

5812-0135

35

三千里薬品 御徒町２号店

台東区上野三丁目２７番８号

3833-3019 株式会社三千里薬品商会

28台台健生医や第539号 平成28年11月26日 平成34年11月25日

36

ＫＡＭＰＯ煎専堂 松坂屋上野店

台東区上野三丁目２９番５号松坂屋上野店本館２階

6803-2458 株式会社タキザワ漢方廠

29台台健生医や第725号 平成29年11月27日 平成35年11月26日

37

コクミンドラッグ御徒町店

台東区上野四丁目１番１号

3839-6584 株式会社コクミン

27台台健生医や第124号 平成27年7月1日

38

サツドラ上野御徒町店

台東区上野四丁目３番９号金海商事ビル地下１階

5807-8061

39

有限会社文久堂

台東区上野四丁目４番１号

3831-2770 有限会社文久堂

29台台健生医や第550号 平成29年12月13日 平成35年12月12日

40

薬マツモトキヨシ 上野広小路店

台東区上野四丁目４番２号東京堂ビル１階

5807-2260 株式会社マツモトキヨシ

27台台健生医や第215号 平成27年6月22日 平成33年6月21日

41

薬マツモトキヨシ 上野アメ横Ｐａｒｔ２
店

台東区上野四丁目７番１７号

5688-4025 株式会社マツモトキヨシ

27台台健生医や第304号 平成27年8月13日 平成33年8月12日

42

アブアブ上野店「ドラッグショップ」

台東区上野四丁目８番４号６階

3833-3111 株式会社アブアブ赤札堂

30台台健生医や第365号 平成30年8月15日 平成36年8月14日

43

薬マツモトキヨシ 上野アメ横Ｐａｒｔ１
店

台東区上野四丁目１０番１６号

3837-5326 株式会社マツモトキヨシ

27台台健生医や第305号 平成27年8月13日 平成33年8月12日

44

薬マツモトキヨシ 上野アメ横Ｂｅａｕｔｙ
台東区上野四丁目１０番１６号第二石井ビル１階
館店

5807-3035 株式会社マツモトキヨシ

30台台健生医や第682号 平成30年11月19日 平成36年11月18日

45

創健堂ドラッグストア

台東区上野五丁目２５番１６号クマノビル１０３

6284-2199 青山通商株式会社

30台台健生医や第314号 平成30年7月19日 平成36年7月18日

46

コクミンドラッグ御徒北口店

台東区上野五丁目２６番１０号

5688-0756 株式会社コクミン

27台台健生医や第125号 平成27年7月1日

47

コクミンドラッグ上野御徒町店

台東区上野六丁目３番５号大口ビル１Ｆ、２Ｆ

5846-0593 株式会社コクミン

29台台健生医や第369号 平成29年8月21日 平成35年8月20日

48

ダイコクドラッグ 上野アメ横南薬店

台東区上野六丁目４番９号櫻井ビル１階・２階

5807-2188 株式会社豊橋ダイコク

29台台健生医や第81号 平成29年5月15日 平成35年5月14日

株式会社ココカラファインヘル
30台台健生医や第372号 平成30年9月1日
スケア

平成36年8月31日

平成33年6月30日

株式会社サッポロドラッグスト
28台台健生医や第595号 平成28年11月8日 平成34年11月7日
アー

平成33年6月30日
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49

薬マツモトキヨシ 御徒町駅前店

台東区上野六丁目４番１８号エッグビル１階

5807-2270 株式会社マツモトキヨシ

29台台健生医や第183号 平成29年6月8日

50

上野宝仙堂

台東区上野六丁目９番１号内山ビル１階

3835-0460 株式会社宝仙堂

28台台健生医や第311号 平成28年8月12日 平成34年8月11日

51

ダイコクドラッグ 上野アメ横薬店

台東区上野六丁目１０番４号アメ横富士屋ビル１階

5816-6677 株式会社関東ダイコク

29台台健生医や第324号 平成29年8月10日 平成35年8月9日

52

薬マツモトキヨシ 上野アメ横Ｐａｒｔ３
店

台東区上野六丁目１１番３号１階

5807-3146 株式会社マツモトキヨシ

28台台健生医や第771号 平成28年12月5日 平成34年12月4日

53

ＯＳドラッグ上野店

台東区上野六丁目１１番５号

5807-2727 協和商事株式会社

28台台健生医や第405号 平成28年9月16日 平成34年9月15日

54

サンドラッグ上野アメ横しのばず口店 台東区上野六丁目１１番７号１Ｆ

5816-2225 株式会社サンドラッグ

26台台健生医や第659号 平成26年12月22日 平成32年12月21日

55

コクミンドラッグアトレ上野店

台東区上野七丁目１番１号上野駅構内アトレ上野１階

5826-5823 株式会社コクミン

27台台健生医や第964号 平成28年3月1日

56

くすりＳＴＡＴＩＯＮ上野店

台東区上野七丁目１番１号ＪＲ上野駅構内

5826-5614

57

薬マツモトキヨシ 京成上野駅店

台東区上野公園１番６０号京成上野駅構内

5816-6025 株式会社マツモトキヨシ

30台台健生医や第1028号 平成31年3月1日

58

どらっぐぱぱす浅草雷門店

台東区雷門二丁目１６番１０号新谷ビル１・２階

3841-1193 株式会社 ぱぱす

28台台健生医や第462号 平成28年10月28日 平成34年10月27日

59

ダイコクドラッグ浅草雷門前薬店

台東区雷門二丁目１７番１４号クロスター雷門１階

5830-9400 株式会社 関東ダイコク

30台台健生医や第1147号 平成31年3月22日 平成37年3月21日

60

エヌプラスドラッグストア

台東区北上野一丁目７番３号諏訪ビル１階

6908-6609 株式会社エヌプラス

30台台健生医や第570号 平成30年10月22日 平成36年10月21日

61

株式会社大瀧商店

台東区蔵前二丁目４番３号

3861-3157 株式会社大瀧商店

27台台健生医や第418号 平成27年11月10日 平成33年11月9日

62

ドラッグセイムス 蔵前３丁目店

台東区蔵前三丁目１番１０号蔵前セントラルビル１Ｆ

5835-2681 株式会社富士薬品

29台台健生医や第1186号 平成30年4月9日

台東区小島二丁目２０番１１号

5829-8758 株式会社ＣＪ・ＧＬＯＢＡＬ

28台台健生医や第309号 平成28年8月24日 平成34年8月23日

台東区寿三丁目３番１０号

3843-6500 有限会社もとかわ

27台台健生医や第882号 平成28年1月26日 平成34年1月25日

63

※休止 免税広場薬店
中

64

ローソン寿三丁目店

株式会社ＪＲ東日本リテール
ネット

平成35年6月7日

平成34年2月28日

28台台健生医や第725号 平成28年12月10日 平成34年12月9日

平成37年2月28日

平成36年4月8日
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65

コウフクドラッグ

台東区下谷一丁目３番１１号

6802-7167 修善寺滝亭株式会社

30台台健生医や第1078号 平成31年3月5日

66

東洋堂薬舗

台東区千束一丁目９番５号

5808-1231 藤江 真樹

30台台健生医や第111号 平成30年7月20日 平成36年7月19日

67

株式会社電協

台東区台東二丁目４番３号

3834-1341 株式会社電協

27台台健生医や第111号 平成27年6月9日

平成33年6月8日

68

くすり浅野

台東区台東三丁目６番８号

3831-2927 浅野 正美

28台台健生医や第832号 平成29年1月4日

平成35年1月3日

69

協同薬品工業株式会社 東京営業所 台東区台東三丁目４２番７号松田商事ビル６階

5817-4711 協同薬品工業株式会社

30台台健生医や第577号 平成30年10月25日 平成36年10月24日

70

多慶屋薬品売場

台東区台東四丁目１１番３号レディス館１階

3835-7777 株式会社多慶屋

29台台健生医や第36号 平成29年5月25日 平成35年5月24日

71

多慶屋雑貨売場

台東区台東四丁目１２番１１号

3835-7777 株式会社多慶屋

30台台健生医や第1041号 平成31年4月3日

72

多慶屋 薬品・健康食品売場

台東区台東四丁目３３番３号ＡＢ棟２階

3835-7176 株式会社多慶屋

28台台健生医や第1088号 平成29年2月20日 平成35年2月19日

73

どらっぐぱぱす台東鳥越店

台東区鳥越一丁目８番２号ヒューリック鳥越ビル１階

5687-1193 株式会社 ぱぱす

28台台健生医や第461号 平成28年10月28日 平成34年10月27日

74

ハナシ薬品

台東区西浅草一丁目７番１９号

3841-1477 有限会社ハナシ薬品

29台台健生医や第571号 平成29年11月14日 平成35年11月13日

75

ワンズドラッグ

台東区西浅草二丁目１番１２号豚八ビル別館１Ｆ

5811-1611

76

しろくま薬店

台東区西浅草三丁目３番１号

3841-2888 株式会社東興商会

28台台健生医や第272号 平成28年7月15日 平成34年7月14日

77

有限会社キンヘイ薬店

台東区西浅草三丁目５番１号

3844-2528 有限会社キンヘイ薬店

29台台健生医や第1010号 平成30年3月16日 平成36年3月15日

78

ライフドラッグ 浅草店

台東区西浅草三丁目１８番１７号ライフストア浅草店地
下１階

3841-8531

79

トオダイ堂

台東区日本堤一丁目２４番１０号

3872-0776 瀧澤 正

29台台健生医や第1183号 平成30年5月30日 平成36年5月29日

80

ビッグドラッグ

台東区日本堤一丁目２８番１号

3871-4641 株式会社ビッグドラッグ

29台台健生医や第1016号 平成30年3月21日 平成36年3月20日

株式会社ワンズライフジャパ
ン

30台台健生医や第149号 平成30年6月4日

平成37年3月4日

平成37年4月2日

平成36年6月3日

株式会社ライフコーポレーショ
26台台健生医や第383号 平成26年10月6日 平成32年10月5日
ン
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81

ドラッグリフレ２号店

台東区根岸一丁目３番２１号１Ｆ

6322-4136 三輪 哲也

30台台健生医や第211号 平成30年7月13日 平成36年7月12日

82

スマイル鶯谷店

台東区根岸一丁目８番５号

3871-6508 株式会社スマイルドラッグ

25台台健生医や第698号 平成26年4月1日

83

オーケー橋場店 薬品部

台東区橋場一丁目１番１５号

6802-3341 オーケー株式会社

29台台健生医や第924号 平成30年1月26日 平成36年1月25日

84

くすりの福太郎 橋場店

台東区橋場一丁目９番６号１階

5808-0139 株式会社くすりの福太郎

30台台健生医や第400号 平成30年9月7日

85

ココカラファイン松屋浅草店

台東区花川戸一丁目４番１号松屋浅草店地下１階

6682-8718

86

パンダドラッグストア

台東区東上野二丁目１９番９号東宝第三ビル１階

6875-5888 楽華国際株式会社

30台台健生医や第1001号 平成31年3月1日

87

白石薬品株式会社東京営業部

台東区東上野三丁目１番１３号第７大銀ビル４階

5827-4614 白石薬品株式会社

28台台健生医や第214号 平成28年7月15日 平成34年7月14日

88

薬マツモトキヨシ Ｅｃｈｉｋａ ｆｉｔ 上野
店

台東区東上野三丁目１９番６号銀座線上野駅構内

5816-0078 株式会社マツモトキヨシ

29台台健生医や第670号 平成29年12月5日 平成35年12月4日

89

スマイル東上野店

台東区東上野三丁目３９番７号

5688-5702 株式会社スマイルドラッグ

25台台健生医や第697号 平成26年4月1日

90

建林松鶴堂

台東区東上野四丁目３番１号

3843-3831 株式会社建林松鶴堂

29台台健生医や第602号 平成29年12月13日 平成35年12月12日

91

キリン堂

台東区東上野五丁目１番８号上野富士ビル１階

6802-8913 株式会社 温馨

30台台健生医や第405号 平成30年9月3日

92

ナチュラルローソン東上野五丁目店

台東区東上野五丁目２番２号

5337-0135 クオール株式会社

30台台健生医や第412号 平成30年10月1日 平成36年9月30日

93

山一薬品

台東区東上野五丁目１７番８号中銀第二東上野マンショ
3841-4652 田中 眞理子
ン１階店舗３号

29台台健生医や第1129号 平成30年4月5日

平成36年4月4日

94

株式会社マルエツ 東上野店

台東区東上野五丁目１７番１１号

3847-4507 株式会社 マルエツ

27台台健生医や第202号 平成27年7月9日

平成33年7月8日

95

株式会社巽屋商店

台東区東上野六丁目２０番５号

3847-0170 株式会社巽屋商店

30台台健生医や第26号 平成30年5月15日 平成36年5月14日

96

株式会社 共栄商会

台東区松が谷四丁目１４番１号

6231-7440 株式会社 共栄商会

27台台健生医や第588号 平成27年10月22日 平成33年10月21日

平成32年3月31日

平成36年9月6日

株式会社ココカラファインヘル
25台台健生医や第492号 平成25年12月13日 平成31年12月12日
スケア
平成37年2月28日

平成32年3月31日

平成36年9月2日

台東区 店舗販売業一覧 （平成３１年４月１日現在）
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97

クスリの十字堂

台東区松が谷四丁目２７番１２号

3844-4254 山崎 隆三郎

30台台健生医や第970号 平成31年2月8日

平成37年2月7日

98

おくすり処 花水樹

台東区谷中二丁目１８番９号岩見方 １階

5834-7954 舩坂 秀樹

29台台健生医や第697号 平成30年1月20日 平成36年1月19日

99

株式会社本格

台東区柳橋一丁目５番１０号

3851-1997 株式会社本格

26台台健生医や第372号 平成26年10月2日 平成32年10月1日

100

ＯＴＯＣドラッグストア

台東区柳橋一丁目２７番３号第二平塚ビル１階

5809-2886 株式会社瑞信

30台台健生医や第307号 平成30年7月18日 平成36年7月17日

101

三和堂

台東区竜泉一丁目３番１号南波ビル１０１

6240-6348 三和国際商事株式会社

30台台健生医や第897号 平成31年1月28日 平成37年1月27日

102

竜泉薬品

台東区竜泉三丁目１４番４号吉田ビル１階

3872-7840 株式会社吉商事

30台台健生医や第79号 平成30年5月18日 平成36年5月17日

