
指定小児慢性特定疾病医療機関一覧（薬局）

区域 名称 住所 電話番号 指定日
中北 双葉薬局 甲斐市 下今井43 0551-28-2064 H27.1.1

セキテイ調剤薬局　竜王店 甲斐市 篠原2188-1 055-260-6660 H27.1.1
みさき薬局　竜王 甲斐市 篠原231-1 055-260-7222 H27.1.1
ユウキ薬局 甲斐市 篠原832 055-276-0660 H27.1.1
ウエルシア薬局　甲斐開国橋店 甲斐市 西八幡3568-1 055-260-8011 H27.1.1
サンロード調剤　西八幡店 甲斐市 西八幡702-3 055-279-0411 H27.1.1
甲斐竜王薬局 甲斐市 西八幡3825-9 055-225-6863 H27.2.1
アーク調剤薬局　竜王駅前店 甲斐市 大下条1600-4 055-288-0846 H27.1.1
ウエルシア薬局　甲斐敷島店 甲斐市 中下条1611 055-267-3698 H27.1.1
十字堂ないとう薬局　敷島店 甲斐市 中下条1896-12 055-277-7759 H27.1.1
セキテイ調剤薬局　敷島店 甲斐市 中下条925-4 055-267-0066 H27.1.1
クスリのサンロード薬局　敷島東店 甲斐市 中下条冷田1846 055-267-2012 H27.1.1
ながつか薬局 甲斐市 長塚115-10 055-277-1706 H27.1.1
明治堂志村調剤薬局 甲斐市 島上条644-4 055-277-9335 H27.1.1
アトム薬局　アルプス通り店 甲斐市 万才821-3 055-275-8493 H27.1.1
みさき薬局　赤坂台 甲斐市 竜王763-40 055-225-5066 H27.1.1
エル薬局　響が丘店 甲斐市 龍地2783番3 0551-28-1189 H27.1.1
日本調剤　竜王薬局 甲斐市 篠原1425-6 055-279-8700 H27.1.1
エル薬局　玉幡公園店 甲斐市 西八幡1937-1 055-279-1189 H27.1.1
明治堂志村薬局 甲斐市 中下条1580-1 055-277-2021 H27.1.1
株）中沢薬局　敷島店 甲斐市 長塚13-6 055-267-2125 H27.1.1
ウエノさくら薬局 甲斐市 富竹新田1497-1 055-279-7661 H27.1.1
健康堂調剤薬局　敷島店 甲斐市 中下条245-3 055-277-7706 H27.1.1
りんどう薬局 甲斐市 龍地6664 0551-28-4845 H27.6.1
ミルキッズ調剤薬局　西八幡店 甲斐市 西八幡字東冷間1333-2 055-279-9033 H27.1.1
ハートフル薬局　長塚店 甲斐市 長塚13-6 055-267-2125 H28.6.1
アーク調剤薬局　竜王西店 甲斐市 玉川201-13 055-287-6102 H28.7.1
セキテイ調剤薬局　甲斐敷島店 甲斐市 中下条939-2 055-267-2555 H29.10.1
山梨中央薬局 中央市 若宮27-10 055-278-5266 H27.1.1
一般財団法人医薬分業支援センター会営調剤薬局 中央市 若宮27-12 055-274-3400 H27.1.1
みどり薬局　玉穂店 中央市 若宮27-6 055-274-2222 H27.1.1
山梨調剤センター薬局 中央市 若宮28番1 055-240-3036 H27.1.1
アイセイ薬局　玉穂店 中央市 成島2443-1 055-240-3888 H27.1.1
有）田富調剤薬局 中央市 西花輪3590-1 055-274-3183 H27.1.1
セキテイ調剤薬局　豊富店 中央市 浅利1686-5 055-269-3391 H27.1.1
菜の花薬局 中央市 東花輪50-30 055-274-2788 H27.1.1
みさき薬局　田富 中央市 布施2067-1 055-267-8866 H27.1.1
株）中沢薬局　玉穂店 中央市 井之口980-5 055-278-5455 H27.1.1
さくら調剤薬局 中央市 若宮27-2 055-273-0113 H27.1.1
調剤薬局ツルハドラッグ　山梨中央店 中央市 下河東3053番地1 055-278-6228 H27.1.1
すずらん薬局 中央市 山之神1533-22 055-273-6555 H27.1.1
セキテイ調剤薬局　医大若宮店 中央市 若宮46-2 055-278-6600 H27.11.1
株式会社中沢薬局　医大前店 中央市 若宮23-3 055-269-5881 H27.12.1
フクシマヤ薬局　玉穂店 中央市 成島1695-1 055-287-6961 H30.5.1
株式会社オーエスドラッグス　リバーサイドショッピングセンター店 中央市 山之神1122 055-273-0687 H31.3.1
株式会社オーエスドラッグス　リバーサイド南店 中央市 山之神2183-52 055-273-1889 H31.3.1
れんげ薬局 中央市 井之口1091-1 055-267-6862 H31.4.1
オリーブ薬局 中巨摩郡昭和町 紙漉阿原27-3 055-240-7707 H27.1.1
ドレミ薬局 中巨摩郡昭和町 押越71-1 055-268-0551 H27.1.1
イオン薬局　甲府昭和店 中巨摩郡昭和町 飯喰１５０５－１ 055-268-7690 H27.1.1
健康堂調剤薬局　南西店 中巨摩郡昭和町 清水新居503-3 055-228-7806 H27.1.1
アイセイ薬局　昭和店 中巨摩郡昭和町 清水新居1215-2 055-237-6661 H27.1.1
株）日医調剤　昭和薬局 中巨摩郡昭和町 西条5003番5 055-275-8400 H27.1.1
ウエルシア薬局　甲府昭和店 中巨摩郡昭和町 飯喰1132-2 055-268-6220 H27.1.1
サンロード調剤薬局　昭和店 中巨摩郡昭和町 河西622-1 055-275-1100 H27.5.1
アポロ薬局 中巨摩郡昭和町 河東中島748-15 055-287-6333 H27.3.1
健康館サワ　昭和店 中巨摩郡昭和町 西条1488-3 055-275-1293 H27.8.1
調剤薬局和み乃　昭和店 中巨摩郡昭和町 飯喰1268-2常永土地区画整理内82街区2-1画地 055-275-0300 H27.1.1
アーク調剤薬局　昭和店 中巨摩郡昭和町 河東中島1590-4 055-269-7401 H28.9.1

峡北 いちい調剤薬局 韮崎市 旭町上條南割3314-241 0551-45-8901 H27.1.1
みさき薬局　旭町 韮崎市 旭町上條南割3314-310 0551-20-1165 H27.1.1
よつば薬局 韮崎市 若宮2-8-17 0551-23-7060 H30.11.1
アーク調剤薬局　韮崎店 韮崎市 中田町小田川1416-3 0551-25-2347 H27.1.1
みさき薬局　韮崎 韮崎市 藤井町南下條水無336番2 0551-21-2121 H27.1.1
サンロード調剤　韮崎市立病院前 韮崎市 本町3丁目4-34 0551-30-6082 H27.1.1
峡北調剤薬局 韮崎市 本町三丁目4-40 0551-30-0146 H27.1.1
街の薬局　にらさき 韮崎市 龍岡町下條南割998-1 0551-45-8175 H27.1.1
さくら調剤薬局 韮崎市 本町3-6-7-4 0551-30-7631 H27.1.1



イリス薬局 韮崎市 若宮1丁目2番50号韮崎市民交流ｾﾝﾀｰ3階 0551-45-8911 H27.6.1
韮崎漢方薬局 韮崎市 中央町3-19 0551-22-7575 H27.8.1
健康館サワ　韮崎店 韮崎市 藤井町南下条262 0551-23-0093 H27.8.1
ファーマみらい　若尾薬局 韮崎市 大草町若尾1324-1 0551-23-5666 H29.6.1
有）韮崎中央薬局 韮崎市 本町一丁目5-24 0551-22-5885 H29.8.1
調剤薬局ツルハドラッグ　韮崎本町店 韮崎市 本町3丁目7番9号 0551-30-5268 H30.5.1
みさき薬局　にらさき北 韮崎市中田町中條1417 0551-45-8117 R1.7.1
アトム薬局　甲西店 南アルプス市 鮎沢1037 055-284-2493 H27.1.1
共創未来　甲西薬局 南アルプス市 下宮地6-2 055-282-7501 H27.1.1
アーク調剤薬局　南アルプス店 南アルプス市 下宮地690-1 055-287-8867 H27.1.1
アトム薬局　加賀美店 南アルプス市 加賀美2892-2 055-284-3493 H27.1.1
こまの薬局 南アルプス市 吉田1255-1 055-283-1117 H27.1.1
共創未来　中島薬局 南アルプス市 在家塚1200 055-284-6202 H27.1.1
かえで薬局　白根店 南アルプス市 在家塚156 055-283-5856 H27.1.1
有）樫村薬局 南アルプス市 小笠原1599 055-282-0081 H27.1.1
アヤメ薬局 南アルプス市 小笠原445-1 055-283-5848 H27.1.1
あすなろ巨摩薬局 南アルプス市 桃園340-2 055-283-3050 H27.1.1
アトム薬局　藤田店 南アルプス市 藤田338-3 055-284-4493 H27.1.1
菜の花薬局　南アルプス店 南アルプス市 野牛島1912-28 055-285-6266 H27.1.1
街の薬局 南アルプス市 野牛島2347-10 055-285-8066 H27.1.1
日本調剤　南アルプス薬局 南アルプス市 在家塚67-1 055-282-8910 H27.1.1
たちばな薬局 南アルプス市 上今諏訪1749-1 055-282-8242 H27.1.1
アーク調剤薬局　アルプス吉田店 南アルプス市 吉田864-5 055-298-6571 H27.6.1
アイン薬局　南アルプス店 南アルプス市 西野2084-4 055-234-5975 H27.11.1
アーク調剤薬局　白根店 南アルプス市 上今諏訪1315-23 055-269-6701 H28.5.1
ハートフル薬局　南アルプス店 南アルプス市 浅原207-2 055-282-3301 H28.6.1
株式会社中沢薬局　甲西店 南アルプス市 荊沢252-1 055-280-3233 H30.8.1
アトム薬局　荊沢店 南アルプス市荊沢413-1 055-287-8193 R1.6.1
有限会社フカサワ調剤薬局 南アルプス市小笠原1718-6 055-283-7771 R1.5.1
高根調剤薬局 北杜市 高根町村山北割1973-2 0551-35-9320 H27.1.1
株）赤岡綜合薬局　須玉店 北杜市 須玉町若神子713番地1 0551-45-7311 H27.1.1
塩川調剤薬局 北杜市 須玉町藤田727-1 0551-42-5900 H27.1.1
アイセイ薬局　長坂店 北杜市 長坂町夏秋945-4 0551-32-0111 H27.1.1
長坂調剤薬局 北杜市 長坂町大八田3922番地4 0551-32-7911 H27.1.1
クスリのサンロード薬局　長坂店 北杜市 長坂町大八田4018 0551-32-1130 H27.1.1
アイセイ薬局　白州店 北杜市 白州町白須1345 0551-35-0033 H27.1.1
あすなろ武川薬局 北杜市 武川町牧原1366-2 0551-26-3800 H27.1.1
うえはら薬局 北杜市 長坂町長坂上条2061番地5 0551-32-8804 H27.1.1
北杜ひまわり薬局 北杜市 明野町上手244 0551-25-4508 H27.1.1
アーク調剤薬局　長坂店 北杜市 長坂町大八田3878-1 0551-45-9537 H27.1.1

峡東 ハーティいしもり薬局 山梨市 下石森1338-24 0553-23-5605 H27.1.1
ハートフル薬局 山梨市 七日市場849-3 0553-39-8364 H27.1.1
アーク調剤薬局　山梨店 山梨市 小原西168 0553-23-1001 H27.1.1
クスリのサンロード薬局　小原西店 山梨市 小原西字今田1068-1 0553-21-8167 H27.1.1
株）ハーティ加納岩薬局 山梨市 上神内川1135-1 0553-22-8822 H27.1.1
さくら薬局　山梨店 山梨市 上神内川1139-1 0553-22-9444 H27.1.1
サンク調剤薬局 山梨市 上神内川150番地2 0553-22-3739 H27.1.1
富士薬局 山梨市 上石森150 0553-22-1457 H27.1.1
日本調剤　八幡薬局 山梨市 北514-2 0553-23-5500 H27.1.1
株）まきおか薬局 山梨市 牧丘町窪平292-1 0553-35-5000 H27.1.1
株）山梨薬剤センター 山梨市 万力110 0553-23-1321 H27.1.1
アイリス調剤薬局　三ヶ所店 山梨市 三ヶ所1140 0553-21-9001 H27.1.1
加納岩調剤薬局 山梨市 上神内川1126番地2 0553-21-9003 H27.1.1
健康館サワ　山梨店 山梨市 歌田字金桜344-3 0553-22-9393 H27.8.1
富士薬局 山梨市 上神内川47 0553-22-1457 H28.4.1
ウエルシア薬局　山梨七日市場店 山梨市 七日市場863 0553-21-7021 H29.9.1
サンドラッグ万力薬局 山梨市 万力77 0553-20-7016 H30.1.1
福島屋薬局 山梨市 小原西742 0553-22-0052 H30.5.1
アトム薬局　加納岩店 山梨市上神内川1295-4 0553-22-1757 H30.8.1
四つ葉薬局　塩山店 甲州市 塩山下塩後336-7 0553-39-8860 H27.1.1
ウエルシア薬局　塩山市民病院前店 甲州市 塩山下於曽1470 0553-32-6255 H27.1.1
アーク調剤薬局　塩山店 甲州市 塩山上塩後271番地4 0553-32-8077 H27.1.1
四つ葉薬局勝沼店 甲州市 勝沼町休息1253-6 0553-44-2801 H27.1.1
株）日医調剤　勝沼薬局 甲州市 勝沼町勝沼2959番2 0553-20-4660 H27.1.1
塩山薬局 甲州市 塩山上於曽1753 0553-33-2555 H27.1.1
株）みやび　みやび勝沼薬局 甲州市 勝沼町勝沼943-6 0553-44-6077 H27.1.1
日本調剤　塩山薬局 甲州市 塩山下於曽1131-16 0553-32-6277 H27.1.1
塩山富士薬局 甲州市 塩山下塩後890-1 0553-32-1102 H27.1.1
フラワー薬局　塩山市民病院前店 甲州市 塩山西広門田433-5 0553-33-1193 H29.4.1
アーク調剤薬局　塩山中央店 甲州市 塩山西広門田459-3 0553-39-9500 H29.4.1
あしざわ薬局 甲州市 塩山下於曽1380 0553-34-8455 H29.7.1
ひまわり薬局 甲州市 塩山上井尻1418 0553-32-8931 H31.2.1



フリヤ薬局 笛吹市 石和町市部1078-1 055-262-2815 H27.1.1
株）沢田屋薬局 笛吹市 石和町市部1084 055-262-2030 H27.1.1
株）みやび　みやび御坂薬局 笛吹市 御坂町井之上819-6 055-230-5515 H27.1.1
萩原調剤薬局 笛吹市 御坂町栗合164-1 055-263-5059 H27.1.1
株）ウエノ　ＦＫウエノ笛吹薬局 笛吹市 石和町市部1006-3 055-261-5511 H27.1.1
株）ウエノ　ウエノ石和薬局 笛吹市 石和町東高橋130 055-261-9393 H27.1.1
一宮町薬局 笛吹市 一宮町坪井1694-11 0553-20-5161 H27.1.1
アーク調剤薬局　一宮店 笛吹市 一宮町本都塚148-5 0553-47-7766 H27.1.1
株）日医調剤　一宮薬局 笛吹市 一宮町末木863-1 0553-20-5388 H27.1.1
セキテイ調剤薬局　境川店 笛吹市 境川町石橋2193-1 055-266-8966 H27.1.1
ウエルシア薬局　マーケットタウン御坂店 笛吹市 御坂町夏目原1116 055-261-8701 H27.1.1
ウエルシア薬局　石和店 笛吹市 石和町井戸72 055-262-8873 H27.1.1
株）日医調剤　石和薬局 笛吹市 石和町窪中島71-1 055-261-3371 H27.1.1
あすなろ石和薬局 笛吹市 石和町広瀬623-40 055-263-1568 H27.1.1
ももの木薬局 笛吹市 石和町四日市場45-2 055-261-2006 H27.1.1
ウエルシア薬局　石和市部店 笛吹市 石和町市部1090-1 055-261-8722 H27.1.1
八代調剤薬局 笛吹市 石和町小石和2654 055-261-1552 H27.1.1
森田薬局 笛吹市 石和町八田489-21 055-262-5222 H27.1.1
有限会社ハタノ薬局　井戸店 笛吹市 石和井戸177-4 055-287-8835 H27.1.1
セキテイ調剤薬局　石和店 笛吹市 石和町駅前7-13 055-261-8931 H27.1.1
アイセイ薬局　笛吹店 笛吹市 石和町四日市場2031-38 055-269-7200 H27.1.1
かすがい薬局 笛吹市 春日居町別田102番地1 0553-39-8337 H27.7.1
健康館サワ　石和店 笛吹市 石和町窪中島132-3 055-262-4193 H27.8.1

峡南 六郷調剤薬局 西八代郡市川三郷町 岩間2226番1 0556-32-1177 H27.1.1
合同会社唐木屋薬局 西八代郡市川三郷町 市川大門1223 055-272-0021 H27.1.1
株）日医調剤市川大門薬局 西八代郡市川三郷町 市川大門443-3 055-272-0439 H27.1.1
有）さくら 市川大門調剤薬局 西八代郡市川三郷町 市川大門441-1 055-272-3987 H27.1.1
ケーツーメディカル株式会社　市川三郷薬局 西八代郡市川三郷町 高田517-2 055-272-3151 H27.9.1
ウエルシア薬局　市川三郷店 西八代郡市川三郷町 市川大門244 055-278-8801 H29.9.1
くすりの花屋 南巨摩郡早川町 高住613-2 0556-45-3045 H27.1.1
有）富屋薬局 南巨摩郡南部町 南部8525 0556-64-2511 H27.1.1
中沢薬局　南部店 南巨摩郡南部町 南部8034-1 0556-64-8320 H27.1.1
天洋堂薬局 南巨摩郡身延町 身延3705 0556-62-0048 H27.1.1
クオン薬局 南巨摩郡身延町 身延3718 0556-62-0261 H27.1.1
調剤薬局みのぶ 南巨摩郡身延町 梅平2483-118 05566-2-2112 H27.1.1
ミナミ調剤薬局 南巨摩郡身延町 飯富1704 0556-48-8625 H27.1.1
下部薬局 南巨摩郡身延町 常葉814-1 0556-36-0530 H27.1.1
有）さくら　鰍沢調剤薬局 南巨摩郡富士川町 鰍沢153-50 0556-20-1231 H27.1.1
井上薬局 南巨摩郡富士川町 鰍沢1594 0556-22-0006 H27.1.1
レモン薬局 南巨摩郡富士川町 青柳町1135-1 0556-22-6643 H27.1.1
あい調剤薬局 南巨摩郡富士川町 青柳町989-3 0556-42-9010 H27.1.1
中沢薬局　鰍沢店 南巨摩郡富士川町 鰍沢187-1 0556-48-8656 H27.1.1
セキテイ調剤薬局　ふじかわ店 南巨摩郡富士川町青柳町1748-1 0556-20-8931 H30.3.1
セキテイ調剤薬局　富士吉田店 富士吉田市 ときわ台1丁目1-23-1 0555-24-8931 H27.1.1
あんず薬局 富士吉田市 旭5丁目1番37-1号 0555-22-8255 H27.1.1
よつば薬局　下吉田店 富士吉田市 下吉田一丁目3-20 0555-30-4101 H27.1.1
池谷薬局 富士吉田市 下吉田五丁目11-3 0555-30-1035 H27.1.1
有）かえで薬局　下吉田店 富士吉田市 下吉田五丁目18-24 0555-22-3202 H27.1.1
株式会社　渡辺薬局 富士吉田市 下吉田三丁目12番16号 0555-22-0979 H27.1.1
中央薬局 富士吉田市 下吉田四丁目13-15 0555-22-2440 H27.1.1
アイセイ薬局　下吉田店 富士吉田市 下吉田四丁目17-3 0555-30-4141 H27.1.1
ハートフル薬局　富士山店 富士吉田市 松山5丁目10番29号 0555-24-8102 H27.1.1
共創未来　富士吉田薬局 富士吉田市 上吉田2-5-1 0555-21-2202 H27.1.1
ウエルシア薬局　富士吉田店 富士吉田市 上吉田3451-1 0555-21-2205 H27.1.1
ふたば薬局 富士吉田市 上吉田6555 0555-24-9567 H27.1.1
ヤマグチ薬局　上吉田店 富士吉田市 上吉田7-12-13 0555-30-2038 H27.1.1
壁谷薬局 富士吉田市 上吉田二丁目1-16 0555-22-0218 H27.1.1
守山薬局 富士吉田市 大明見六丁目17-1 0555-22-2649 H27.1.1
宮本屋薬局　上吉田店 富士吉田市 中曽根四丁目9-5 0555-20-1177 H27.1.1
有）宮本屋薬局 富士吉田市 竜ｹ丘一丁目5-20 0555-24-0046 H27.1.1
公益社団法人富士五湖薬剤師会救急調剤薬局 富士吉田市 緑ｹ丘2-7-21 0555-21-1515 H27.1.1
共創未来　富士山薬局 富士吉田市 上吉田東三丁目4番1号 0555-21-1060 H27.1.1
日本調剤　昭和通薬局 富士吉田市 下吉田8-18-27 0555-22-8511 H27.1.1
日本調剤　ふじ吉田薬局 富士吉田市 吉田字三枚畠6548 0555-21-1200 H27.1.1
株）住吉薬局 富士吉田市 下吉田三丁目6-41 0555-22-0056 H27.1.1
アイン薬局　富士吉田店 富士吉田市 上吉田6518 0555-21-1080 H27.1.1
みのり薬局　月江寺通り店 富士吉田市 下吉田三丁目11-1 0555-28-6070 H27.1.1
みのり薬局　上暮地店 富士吉田市 上暮地5-5081-2 0555-30-1230 H28.5.1
ファーマライズ薬局　富士吉田店 富士吉田市 上吉田2-10-2 0555-20-1720 H30.3.1
ウエルシア薬局　下吉田店 富士吉田市 富士見5-5-38 0555-20-1277 H30.5.1
有限会社クレチ薬局 富士吉田市上暮地1-17-21 0555-23-7613 R1.5.1
都留薬剤師会会営都留調剤薬局 都留市 つる五丁目3-5 0554-20-3993 H27.1.1

富士
　・
東部



赤坂調剤薬局 都留市 下谷3-5-21 0554-45-8011 H27.1.1
あんず薬局 都留市 十日市場931番 0554-45-4708 H27.1.1
ウエルシア薬局　都留店 都留市 上谷6丁目13番1号 0554-20-3811 H27.1.1
杉本薬局 都留市 上谷四丁目8-9 0554-43-2665 H27.1.1
クボタ薬局 都留市 上谷六丁目9-27 0554-43-2700 H27.1.1
ハヤカワ薬局 都留市 中央一丁目3-18 0554-43-2845 H27.1.1
ウエルシア薬局　都留田野倉店 都留市 田野倉158-2 0554-46-6280 H27.1.1
日本調剤　つる薬局 都留市 四日市場359-92 0554-46-0033 H27.1.1
株）ウエノ　ウエノ東薬局 都留市 法能670-1-2 0554-43-9300 H27.1.1
クスリのサンロード雨宮調剤薬局 都留市 つる5丁目3番46号 0554-43-3268 H30.10.1
梅沢薬局 大月市 猿橋町猿橋47 0554-23-1155 H27.1.1
あすなろ大月薬局 大月市 猿橋町殿上587-5 0554-20-1301 H27.1.1
小俣薬局 大月市 御太刀1-3-5 0554-22-0151 H27.1.1
広明堂薬局 大月市 大月1丁目11番23号 0554-22-0487 H27.1.1
大月市薬剤師会 会営大月調剤薬局 大月市 大月町花咲1264-4 0554-22-5002 H27.1.1
有）安留薬局 大月市 大月二丁目12-34 0554-22-0049 H27.1.1
秋山薬局 大月市 富浜町鳥沢1955 0554-26-5316 H27.1.1
初狩富士薬局 大月市 初狩町中初狩110-2 0554-25-2701 H27.1.1
中央調剤薬局 大月市 大月町花咲1264-3 0554-22-3325 H27.1.1
有限会社　大和屋薬局 上野原市 上野原2085 0554-63-0046 H27.1.1
共創未来　上野原薬局 上野原市 上野原3648-4 0554-62-6240 H27.1.1
ウエルシア薬局　上野原店 上野原市 上野原4114 0554-30-2155 H27.1.1
ありす薬局 上野原市 上野原691-1 0554-62-1555 H27.1.1
クスリのサンロード薬局　上野原店 上野原市 上野原697 0554-63-4136 H27.1.1
有)さくら　さくら調剤薬局 上野原市 上野原3646-1 0554-63-6644 H27.1.1
コモア薬局 上野原市 コモアしおつ3-22-3 0554-56-8915 H27.9.1
サンロード調剤薬局　上野原店 上野原市 上野原3553 0554-68-3007 H29.4.1
みさき薬局　西桂 南都留郡西桂町 下暮地201-1 0555-29-2060 H27.1.1
あんず薬局　西桂店 南都留郡西桂町小沼1709-1 0555-28-7630 H30.5.1
クスリのサンロード薬局　忍野店 南都留郡忍野村 忍草1400-35 0555-84-8200 H27.1.1
大森薬局 南都留郡忍野村 忍草2974-1 0555-84-3078 H27.1.1
株）タカムラ薬局 南都留郡山中湖村 山中50-乙 0555-62-0006 H27.1.1
有）ファーマスタジオ勝山薬局 南都留郡富士河口湖町 勝山4575-11 0555-20-9555 H27.1.1
マルイ古屋薬局 南都留郡富士河口湖町 小立1840 0555-72-1674 H27.1.1
厚生堂薬局 南都留郡富士河口湖町 小立2107 0555-72-1604 H27.1.1
有）かえで薬局　河口湖店 南都留郡富士河口湖町 船津1276-4 0555-73-3240 H27.1.1
クスリのサンロード薬局　河口湖店 南都留郡富士河口湖町 船津644 0555-83-5066 H27.1.1
ふなつ薬局 南都留郡富士河口湖町 船津7463-1 0555-20-3861 H27.1.1
日本調剤　アイ薬局 南都留郡富士河口湖町 勝山4580-6 0555-72-6366 H27.1.1
日本調剤　河口湖薬局 南都留郡富士河口湖町 船津7438 0555-72-5059 H27.1.1
有）赤池薬局 南都留郡富士河口湖町 船津3844 0555-72-0026 H27.6.1
ウエルシア薬局　河口湖船津店 南都留郡富士河口湖町 船津2128-1 0555-83-3802 H29.8.1
ふたば薬局　河口湖店 南都留郡富士河口湖町 船津7453-5 0555-72-5200 H30.12.1
リョウセイ堂薬局 南都留郡富士河口湖町船津995-23 0555-83-2147 R1.5.1
さえぐさ薬局　鳴沢店 南都留郡鳴沢村2161-1 0555-25-7005 H29.10.1


