台東区 薬局一覧 （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

有限会社ひさご薬局

台東区浅草一丁目２３番７号

3842-5869 有限会社ひさご薬局

29台台健生医や第601号 平成29年12月4日

平成35年12月3日

2

志村薬局

台東区浅草二丁目１番１５号浅芽野ビル２階

3841-5336 株式会社志村薬局

25台台健生医や第649号 平成26年3月1日

平成32年2月29日

3

ウエルシア薬局浅草まるごと
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1070号 平成30年3月6日

平成36年3月5日

4

アイン薬局 浅草店

台東区浅草二丁目２９番１４号

5827-1237

5

ファーコス薬局 浅草

台東区浅草二丁目３０番１３号シャトレー浅草１
階

5246-8280 株式会社ファーコス

6

たから薬局浅草店

台東区浅草二丁目３４番７号グレイプス浅草１階 5827-0365

7

ケイ薬局

台東区浅草三丁目４番１号

3876-1506

8

ウエキ薬局

台東区浅草三丁目２１番１０号

3871-6407 植木 潔

28台台健生医や第1085号 平成29年3月10日

平成35年3月9日

9

有限会社富士薬局

台東区浅草三丁目２７番１０号

3875-1193 有限会社富士薬局

29台台健生医や第557号 平成30年1月1日

平成35年12月31日

10

薬局マツモトキヨシ 浅草四丁目
台東区浅草四丁目１９番５号
店

3876-5351 株式会社マツモトキヨシ

29台台健生医や第356号 平成29年9月7日

平成35年9月6日

11

すずらん調剤薬局

台東区浅草四丁目３４番５号

5603-5002 株式会社日本ホップス

29台台健生医や第1106号 平成30年4月1日

平成36年3月31日

12

たけの薬局 浅草店

台東区浅草四丁目４２番９号

5808-9301 有限会社 ファーマティカ

27台台健生医や第937号 平成28年2月19日

平成34年2月18日

13

ふれあい薬局 あさくさ店

台東区浅草四丁目４４番６号

3871-6552 株式会社ファインメディカル 28台台健生医や第665号 平成28年12月1日

平成34年11月30日

14

千束薬局

台東区浅草五丁目８番３号尾崎ビル１階

5603-7871 株式会社アスト

30台台健生医や第92号 平成30年7月1日

平成36年6月30日

15

ヒラタ薬局

台東区浅草五丁目２９番４号

3873-3023 平田

30台台健生医や第535号 平成30年11月12日

平成36年11月11日

16

川元薬局

台東区浅草五丁目５７番８号

3875-0157 有限会社川元薬局

30台台健生医や第11号 平成30年5月7日

平成36年5月6日

株式会社アインファーマシー 27台台健生医や第527号 平成27年11月1日
ズ

株式会社トラストファーマ
シー

29台台健生医や第694号 平成30年1月1日

平成35年12月31日

27台台健生医や第916号 平成28年3月1日

平成34年2月28日

有限会社ケンコーポレーショ 29台台健生医や第431号 平成29年11月2日
ン

幸子

平成33年10月31日

平成35年11月1日

台東区 薬局一覧 （平成３１年４月１日現在）
No

名称

17

アトム調剤薬局

18

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

6802-3673 株式会社カテラ

29台台健生医や第1094号 平成30年3月23日

平成36年3月22日

薬局マツモトキヨシ 浅草橋駅前
台東区浅草橋一丁目１８番１０号アックビル２階
店

3863-9225 株式会社マツモトキヨシ

30台台健生医や第750号 平成30年12月3日

平成36年12月2日

19

マザーズファーマシー

台東区浅草橋一丁目２５番５号小川ハイム１階

5809-3698 大久保 敏明

30台台健生医や第378号 平成30年10月4日

平成36年10月3日

20

コーセイ浅草橋薬局

台東区浅草橋一丁目２５番１０号林ビル１階

3865-5322 有限会社コーセイ

28台台健生医や第971号 平成29年3月1日

平成35年2月28日

21

南山堂薬局浅草橋駅前店

台東区浅草橋一丁目３０番９号

5829-8611 株式会社 南山堂

27台台健生医や第400号 平成27年9月7日

平成33年9月6日

22

セピア薬局

台東区浅草橋一丁目３３番４号マロニエビル１階 5829-9223 株式会社ヒサノファーマシー 26台台健生医や第675号 平成27年1月5日

平成33年1月4日

23

あおい薬局

台東区浅草橋二丁目２８番１２号ＮＫグリーンビ
ル１階

3862-0427 有限会社葵薬局

25台台健生医や第150号 平成25年7月2日

平成31年7月1日

24

ゆうま薬局

台東区浅草橋五丁目１０番１２号１Ｆ

5809-1505 株式会社ゆうま薬局

25台台健生医や第643号 平成26年2月27日

平成32年2月26日

25

調剤薬局メディカルファーマ
シー・ヒロ

台東区今戸一丁目３番１３号さくらコーポ１０２

3872-6676

26

あやめ薬局

台東区今戸二丁目１４番６号

3876-2418 株式会社白岡薬局

27

入谷薬局

台東区入谷一丁目１８番５号入谷日伸ハイツ１０
5824-1940 兒玉 堅太
５号

28

つくし薬局入谷店

台東区入谷二丁目１６番７号第２込山ビル１階

29

めぐみ薬局

30

台東区浅草七丁目３番６号タテマツビル一階

有限会社メディカルファーマ 30台台健生医や第191号 平成30年9月1日
シー・ヒロ

平成36年8月31日

28台台健生医や第132号 平成28年6月1日

平成34年5月31日

28台台健生医や第1125号 平成29年4月27日

平成35年4月26日

3876-7842 株式会社つくしメディカル

28台台健生医や第701号 平成29年1月1日

平成34年12月31日

台東区入谷二丁目２５番３号

5603-1193 有限会社めぐみ薬局

30台台健生医や第924号 平成31年4月1日

平成37年3月31日

あおぞら薬局

台東区上野一丁目１７番６号扇園ビル２階

3835-9083 株式会社タウンメディカル

29台台健生医や第491号 平成29年11月1日

平成35年10月31日

31

有限会社上野薬局

台東区上野三丁目１７番５号

3831-5441 有限会社上野薬局

27台台健生医や第1079号 平成28年4月5日

平成34年4月4日

32

しらかば薬局

台東区上野三丁目１９番２号第２オオクボビル２
階

5817-3588 有限会社ヱド川薬局

28台台健生医や第387号 平成28年10月1日

平成34年9月30日
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33

山村薬局

台東区上野五丁目２６番１６号

3831-9312 山村和子

25台台健生医や第204号 平成25年9月11日

平成31年9月10日

34

万代薬局 御徒町店

台東区上野六丁目２番１１号１～２階

6806-0621 株式会社万代薬局

29台台健生医や第6号

平成35年5月17日

35

長楽堂薬局

台東区上野六丁目８番２２号丸屋ビル３階

3832-6228 原 雅子

25台台健生医や第224号 平成25年9月1日

平成31年8月31日

36

美生堂薬局

台東区上野六丁目１２番１３号

3831-9988 有限会社美生堂

29台台健生医や第798号 平成30年1月1日

平成35年12月31日

37

万代薬局 上野店

台東区上野六丁目１６番１６号上野ＯＲＡＧＡビ
ル１０１号室

5817-8421 株式会社万代薬局

30台台健生医や第1131号 平成31年5月29日

平成37年5月28日

38

八ツ目漢方薬局

台東区上野七丁目３番１号

3843-8585 有限会社加次井商事

28台台健生医や第221号 平成28年8月1日

平成34年7月31日

39

万代薬局 入谷口店

台東区上野七丁目７番６号ＭＰＲ上野駅前ビル１
5811-1731 株式会社万代薬局
階

30台台健生医や第221号 平成30年6月27日

平成36年6月26日

40

オーラム薬局

台東区上野桜木一丁目１０番１１号パークサイド
5842-1454 武 広基
関１０１

26台台健生医や第334号 平成26年10月1日

平成32年9月30日

41

恵愛堂薬局

台東区上野桜木一丁目１０番２３号

5814-4193 有限会社恵愛堂

28台台健生医や第680号 平成28年12月21日

平成34年12月20日

42

桜木薬局

台東区上野桜木一丁目１１番１３号桜ビル

3822-1027 株式会社桜木薬局

27台台健生医や第1116号 平成28年4月1日

平成34年3月31日

43

田原町薬局

台東区雷門一丁目７番３号

3843-8565 株式会社ＦＵＮｍａｃｙ

28台台健生医や第740号 平成28年12月1日

平成34年11月30日

44

八ッ目漢方薬局

台東区雷門一丁目１６番７号

3842-0541 有限会社八ッ目漢方薬局

27台台健生医や第625号 平成27年12月9日

平成33年12月8日

45

朝日調剤薬局

台東区雷門二丁目３番３号植木ビル１Ｆ

5806-4707 朝日調剤薬局株式会社

28台台健生医や第752号 平成28年12月28日

平成34年12月27日

46

あさくさ薬局 雷門店

台東区雷門二丁目１９番７号

3843-8803 株式会社あい・プロジェクト

28台台健生医や第361号 平成28年9月3日

平成34年9月2日

47

竹内薬局 上野店

台東区北上野一丁目１番１１号

6231-7680 株式会社竹内調剤薬局

28台台健生医や第49号 平成28年5月2日

平成34年5月1日

48

ウエルシア台東入谷調剤薬局

台東区北上野二丁目３０番７号

5830-8012 ウエルシア薬局株式会社

30台台健生医や第1016号 平成31年3月1日

平成37年2月28日

平成29年5月18日
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49

有限会社喜正堂薬局本店

台東区清川一丁目３１番８号

3873-0457 有限会社喜正堂薬局

29台台健生医や第740号 平成30年1月1日

平成35年12月31日

50

清川薬局

台東区清川二丁目８番１０号

6240-6801 Ｔ・Ｉファーマシー株式会社

29台台健生医や第754号 平成30年1月4日

平成36年1月3日

51

アールＲ薬局

台東区蔵前一丁目８番６号リバーサイドタワー蔵
5839-2068 有限会社ヱド川薬局
前１階

29台台健生医や第32号 平成29年5月2日

平成35年5月1日

52

ドラッグセイムス 蔵前３丁目薬
局

台東区蔵前三丁目１番１０号蔵前セントラルビル
5835-2621 株式会社富士薬品
１Ｆ

27台台健生医や第915号 平成28年1月22日

平成34年1月21日

53

薬局 日本メディカル

台東区蔵前三丁目４番９号蔵ビル１Ｆ

5829-8941

54

薬局ユアーズ

台東区蔵前三丁目１３番１３号ＮＲビル１階

3851-4193 町田 博保

29台台健生医や第416号 平成29年10月1日

平成35年9月30日

55

みどり薬局

台東区蔵前四丁目２１番９号

3851-0054 株式会社ファーメスティ

28台台健生医や第77号 平成28年5月12日

平成34年5月11日

56

伊東薬局

台東区蔵前四丁目３４番９号

3851-9618 有限会社伊東薬局

28台台健生医や第273号 平成28年8月26日

平成34年8月25日

57

しんわ薬局上野店

台東区小島二丁目１８番１６号日刃ビル１階

5821-7998 株式会社ボニー

26台台健生医や第717号 平成27年2月2日

平成33年2月1日

58

国際通り薬局

台東区寿一丁目１８番１号サンライズ浅草ビル１
5827-1125 株式会社ＭＡ．Ｄｒｅａｍ
階

30台台健生医や第785号 平成31年1月1日

平成36年12月31日

59

若葉薬局

台東区寿三丁目２番７号長門ビル１階

3845-5035 若井 敦

30台台健生医や第923号 平成31年2月22日

平成37年2月21日

60

コトブキ永生堂薬局

台東区寿三丁目１５番１７号

3844-5527

有限会社コトブキ永生堂薬
局

29台台健生医や第787号 平成30年1月1日

平成35年12月31日

61

寿薬局

台東区寿四丁目１１番４号張替ビル１階

5246-4378

エス・アンド・シー企画株式
会社

25台台健生医や第547号 平成26年1月6日

平成32年1月5日

62

あさくさ薬局 駒形店

台東区駒形一丁目１０番６号１階

6802-7577 株式会社あい・プロジェクト

29台台健生医や第20号 平成29年5月9日

平成35年5月8日

63

西村薬局

台東区下谷二丁目３番５号

3873-4735 西村 美保子

27台台健生医や第736号 平成27年12月11日

平成33年12月10日

64

いずみ薬局

台東区下谷二丁目５番１２号サンパークマンショ
3871-7369 有限会社ドラッグハタ
ン鶯谷１０１

30台台健生医や第227号 平成30年7月1日

平成36年6月30日

日本メディカルシステム株式 26台台健生医や第670号 平成27年1月5日
会社

平成33年1月4日
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65

米山薬局

台東区下谷三丁目８番９号

3872-3381 有限会社米山薬局

66

アシスト薬局 入谷店

台東区下谷三丁目１０番２号太陽ビル１０２号室 6240-6485 株式会社アシスト

67

キクヤ薬局

台東区下谷三丁目１９番４号

68

はるか薬局

69

許可番号

許可開始日

許可終了日

29台台健生医や第812号 平成30年1月1日

平成35年12月31日

25台台健生医や第244号 平成25年9月3日

平成31年9月2日

3876-0056 有限会社キクヤ薬局

29台台健生医や第683号 平成30年1月1日

平成35年12月31日

台東区千束二丁目１９番２号

5824-8921 株式会社フォーラル

28台台健生医や第41号 平成28年5月29日

平成34年5月28日

薬ヒグチ調剤薬局 千束店

台東区千束三丁目２０番２号

5808-1887

薬ヒグチ＆ファーマライズ株 27台台健生医や第435号 平成27年10月1日
式会社

平成33年9月30日

70

ファーマライズ薬局 浅草店

台東区千束三丁目２０番３号

5808-1827 ファーマライズ 株式会社

27台台健生医や第80号 平成27年6月1日

平成33年5月31日

71

ぱぱす薬局 千束店

台東区千束三丁目２０番１９号

5808-1893 株式会社 ぱぱす

26台台健生医や第740号 平成27年2月26日

平成33年2月25日

72

くるみ薬局

台東区千束三丁目２３番９号

3875-8281 株式会社 コアファーマシー 26台台健生医や第804号 平成27年3月2日

73

ドテのクスリヤ森田薬局

台東区千束四丁目３８番１０号

3875-5381

74

日本調剤台東薬局

台東区台東一丁目３番２号冨英ビル１～２階

75

アイ薬局

76

有限会社ドテのクスリヤ森
田薬局

平成33年3月1日

28台台健生医や第709号 平成29年1月1日

平成34年12月31日

3832-3209 日本調剤株式会社

29台台健生医や第859号 平成30年1月28日

平成36年1月27日

台東区台東一丁目４番２号

5816-5759 株式会社葵調剤

25台台健生医や第263号 平成25年10月1日

平成31年9月30日

阪神調剤薬局 神田店

台東区台東一丁目４番１２号ＢＫビル１階

5807-1385 株式会社 阪神調剤薬局

29台台健生医や第970号 平成30年3月30日

平成36年3月29日

77

武井薬局

台東区台東二丁目１９番６号

3832-2925 有限会社プラザ・テイクワン 28台台健生医や第544号 平成28年12月1日

平成34年11月30日

78

双葉薬局

台東区台東四丁目８番２号両角ビル１階

5812-4436 日本健康産業株式会社

28台台健生医や第287号 平成28年7月27日

平成34年7月26日

79

せいしんどう薬局

台東区台東四丁目２０番６号Ｔ＆Ｋビル１階

3836-1193 坂口 慎治

27台台健生医や第140号 平成27年7月4日

平成33年7月3日

80

つきな薬局

台東区台東四丁目２３番１０号

5816-1777

27台台健生医や第767号 平成27年12月22日

平成33年12月21日

有限会社ヤマザキファーマ
シー

台東区 薬局一覧 （平成３１年４月１日現在）
No

名称

81

有限会社鳥越薬局

台東区鳥越一丁目１１番２号

3851-4758 有限会社鳥越薬局

25台台健生医や第8号

平成25年5月1日

平成31年4月30日

82

フクダ薬局

台東区鳥越二丁目７番４号

3851-6510 齋藤 聡子

28台台健生医や第933号 平成29年2月1日

平成35年1月31日

83

サンリツ薬局鳥越店

台東区鳥越二丁目８番９号ＹＳビル１０１号室

3861-3636 株式会社ウィーズ

27台台健生医や第1131号 平成28年5月1日

平成34年4月30日

84

ケミカル薬局浅草店

台東区西浅草二丁目６番９号

3844-3156 株式会社ケミカル

28台台健生医や第924号 平成29年2月21日

平成35年2月20日

85

青葉調剤薬局

台東区西浅草二丁目１２番７号

3845-0247 有限会社青葉調剤薬局

29台台健生医や第205号 平成29年7月10日

平成35年7月9日

86

ハラ薬局

台東区西浅草二丁目２５番１３号

3844-1082 有限会社大久薬局

27台台健生医や第970号 平成28年3月1日

平成34年2月28日

87

西浅草調剤薬局

台東区西浅草三丁目２番７号カーサ西浅草１０１ 3841-5816 有限会社 ファースト

29台台健生医や第445号 平成29年9月26日

平成35年9月25日

88

町の薬局

台東区日本堤一丁目５番３号池田屋ビル１階

5808-7944 有限会社 ヱド川薬局

30台台健生医や第404号 平成30年9月4日

平成36年9月3日

89

クニちゃん薬局

台東区根岸一丁目９番２号

3871-7815 有限会社クニちゃん薬局

29台台健生医や第37号 平成29年5月17日

平成35年5月16日

90

ねぎし薬局

台東区根岸三丁目８番６号大原ビル１、２階

3876-3855 有限会社 いとう調剤薬局

29台台健生医や第626号 平成29年11月24日

平成35年11月23日

91

レーメイ堂薬局

台東区根岸三丁目９番１８号

3872-5349 大久保 昭夫

30台台健生医や第767号 平成31年1月29日

平成37年1月28日

92

オオサカ薬局

台東区根岸三丁目１０番３号

3872-2950 大坂 卓

26台台健生医や第248号 平成26年8月1日

平成32年7月31日

93

薬局 オオサカファーマシー

台東区根岸三丁目１４番１３号

3871-5713 大坂 亨子

29台台健生医や第215号 平成29年9月1日

平成35年8月31日

94

雄飛堂薬局

台東区根岸三丁目１８番２３号

3872-0028 有限会社雄飛堂薬局

29台台健生医や第608号 平成30年1月1日

平成35年12月31日

95

いちご薬局

台東区根岸四丁目１５番１８号

3874-1519 有限会社ファロス

28台台健生医や第193号 平成28年7月31日

平成34年7月30日

96

平和堂薬局

台東区根岸五丁目２２番１１号

3874-4750 株式会社平和堂

26台台健生医や第294号 平成26年8月1日

平成32年7月31日

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

台東区 薬局一覧 （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

97

はしば薬局

台東区橋場一丁目１番８号

6802-3165 株式会社白岡薬局

27台台健生医や第1076号 平成28年4月1日

平成34年3月31日

98

つくし薬局

台東区橋場二丁目２番８号１階

3876-5007 有限会社手塚薬局

27台台健生医や第75号 平成27年5月1日

平成33年4月30日

99

長生堂薬局

台東区橋場二丁目８番２号

3872-0265 佐藤 匡子

29台台健生医や第580号 平成30年1月1日

平成35年12月31日

100 シティ薬局 浅草店

台東区花川戸一丁目２番４号丸善ビル６階Ｂ室

6231-7033 株式会社イチイ

29台台健生医や第4号

平成35年4月6日

101 すみれ調剤薬局

台東区花川戸一丁目１３番１３号

3843-1718 有限会社すみれ調剤薬局

30台台健生医や第10号 平成30年6月30日

平成36年6月29日

102 浅草わかば薬局

台東区花川戸一丁目１３番１６号濱松ビル１階

6231-7066 Ｈ２ＳＴＡＴＩＯＮ株式会社

28台台健生医や第173号 平成28年6月2日

平成34年6月1日

103 言問薬局

台東区花川戸二丁目１６番６号星﨑ビル１階

3844-4704 有限会社言問薬局

27台台健生医や第1106号 平成28年4月20日

平成34年4月19日

104 万代薬局 東上野店

台東区東上野一丁目６番８号ＭＨビル１０１

5817-4501 株式会社 万代薬局

29台台健生医や第658号 平成29年12月1日

平成35年11月30日

105 フカイチ薬局 東上野店

台東区東上野一丁目７番２号冨田ビル１階奥

5817-8580 株式会社フカイチ

30台台健生医や第1132号 平成31年4月1日

平成37年3月31日

106 東京漢方香港堂薬局

台東区東上野二丁目１３番１１号増田ビル３０１
号

5817-4095 林 華傑

30台台健生医や第794号 平成30年12月10日

平成36年12月9日

107 永生薬局

台東区東上野二丁目２２番１０号

5812-6428 株式会社コクリーボ

25台台健生医や第594号 平成26年3月1日

平成32年2月29日

108 薬局くだわら上野店

台東区東上野二丁目２３番１９号

5846-5560 株式会社ピーエイシー

25台台健生医や第399号 平成25年12月26日

平成31年12月25日

109 アイン薬局 上野店

台東区東上野三丁目１１番２号オルビタール
バースビル１階、２階

5812-5781

株式会社アインファーマシー 27台台健生医や第530号 平成27年11月1日
ズ

平成33年10月31日

110 車坂薬局

台東区東上野三丁目１１番３号

5812-2067

株式会社 下谷浅草共同薬 29台台健生医や第23号 平成29年6月1日
局

平成35年5月31日

111 ミキ薬局 上野店

台東区東上野三丁目１１番３号イーストビル１，２
株式会社 メディカルファー
5846-0788
階
マシィー

112 ファーマライズ薬局 上野店

台東区東上野三丁目１１番３号

5807-8775 ファーマライズ株式会社

平成29年4月7日

30台台健生医や第402号 平成30年10月2日

平成36年10月1日

27台台健生医や第461号 平成27年10月27日

平成33年10月26日

台東区 薬局一覧 （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

113 ファーマライズ薬局 東上野店

台東区東上野三丁目１４番７号龍田ビル中１階

3831-2677 ファーマライズ株式会社

27台台健生医や第78号 平成27年6月1日

平成33年5月31日

114 和光堂薬局

台東区東上野三丁目１５番１１号

3832-0068 和光堂株式会社

29台台健生医や第592号 平成30年1月1日

平成35年12月31日

115 コスモ薬局東上野店

台東区東上野三丁目３６番１号上野第２ビル１階 3834-5011 株式会社コスモメディカル

26台台健生医や第349号 平成26年10月1日

平成32年9月30日

30台台健生医や第411号 平成30年10月1日

平成36年9月30日

116

ナチュラルローソンクオール薬局
台東区東上野五丁目２番２号
東上野五丁目店

5827-3689 クオール株式会社

117 上野鈴薬局

台東区東上野五丁目６番４号Ｉ－Ｆｏｒｔ Ｕｅｎｏ１
階

5827-0407 株式会社エスシーグループ 29台台健生医や第528号 平成29年12月1日

118 セイコー薬局 浅草店

台東区松が谷一丁目１番１号２１３ビル７Ｆ

6662-8350

119 合羽橋キクヤ薬局

台東区松が谷二丁目２５番７号

3843-5328 有限会社合羽橋キクヤ薬局 29台台健生医や第727号 平成30年1月1日

平成35年12月31日

120 ミドリ調剤薬局

台東区松が谷三丁目１３番３号

3843-0898 有限会社ミドリ調剤薬局

28台台健生医や第1116号 平成29年4月12日

平成35年4月11日

121 みすじ薬局

台東区三筋二丁目１８番１２号大塚ビル１階

5825-0970 有限会社みすじ薬局

30台台健生医や第190号 平成30年8月31日

平成36年8月30日

122 キク一薬局

台東区三ノ輪一丁目１４番８号

3872-5257 笛木

29台台健生医や第268号 平成29年8月10日

平成35年8月9日

123 三ノ輪マル薬局

台東区三ノ輪二丁目１３番３号

5850-1251

26台台健生医や第775号 平成27年4月1日

平成33年3月31日

124 吉岡薬局

台東区三ノ輪二丁目１４番９号

3801-6140 外山 祐司

28台台健生医や第165号 平成28年6月8日

平成34年6月7日

125 武井薬局元浅草店

台東区元浅草一丁目１９番２号

5830-1480 有限会社プラザ・テイクワン 28台台健生医や第545号 平成28年12月1日

平成34年11月30日

126 薬樹薬局 新御徒町

台東区元浅草三丁目９番２号１Ｆ

5830-2784 薬樹株式会社

26台台健生医や第891号 平成27年5月1日

平成33年4月30日

127 大塚雲鶴堂薬局

台東区元浅草四丁目６番４号大塚ビル１階

3841-6880 大塚雲鶴堂株式会社

28台台健生医や第139号 平成28年6月26日

平成34年6月25日

128 元浅草アイアイ薬局

台東区元浅草四丁目８番５号泉コーポ１０２号

5811-1625 有限会社メディコ

30台台健生医や第600号 平成30年11月1日

平成36年10月31日

セイコーメディカルブレーン
株式会社

信行

株式会社マル・コーポレー
ション

26台台健生医や第28号 平成26年5月22日

平成35年11月30日
平成32年5月21日

台東区 薬局一覧 （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

129 みなと薬局

台東区谷中三丁目１３番８号カーササトウ１階

3824-9325 有限会社グリンデルバウム 30台台健生医や第541号 平成30年11月1日

平成36年10月31日

130 たかはし谷中薬局

台東区谷中三丁目１８番４号

3824-2345 有限会社 たかはし薬局

平成37年3月26日

131 フロンティア薬局浅草橋店

台東区柳橋一丁目１０番１号

3865-4181

132 さくら薬局 柳橋店

台東区柳橋二丁目２１番１４号

5823-5624 クラフト株式会社

133 Ｓｍｉｌｅ調剤 入谷薬局

30台台健生医や第905号 平成31年3月27日

株式会社フロンティアファー 25台台健生医や第379号 平成25年12月1日
マシー

平成31年11月30日

27台台健生医や第1034号 平成28年4月1日

平成34年3月31日

台東区竜泉一丁目１０番２号グレースヒル上野１
6458-1616 Ｓｍｉｌｅ調剤株式会社
階

26台台健生医や第864号 平成27年4月1日

平成33年3月31日

134 のぞみ薬局

台東区竜泉一丁目３４番１３号第二中川ビル１階 3874-1193 有限会社めぐみ薬局

25台台健生医や第182号 平成25年8月2日

平成31年8月1日

135 アイセイ薬局 三ノ輪店

台東区竜泉二丁目１９番１８号中川ビル１階

5808-1210 株式会社アイセイ薬局

28台台健生医や第649号 平成28年11月4日

平成34年11月3日

136 竜泉たかはし薬局

台東区竜泉三丁目３番３号

3875-4611 有限会社薬たかはし

27台台健生医や第409号 平成27年10月1日

平成33年9月30日

137 あらき薬局

台東区竜泉三丁目６番４号

3872-6758 株式会社あらきファーマシー 27台台健生医や第1109号 平成28年4月24日

平成34年4月23日

138 ひまわり調剤薬局 三ノ輪店

台東区竜泉三丁目３９番６号

3876-7168

株式会社クローバーファル
マ

30台台健生医や第68号 平成30年7月1日

平成36年6月30日

