
保健所コード 管轄保健所 医療機関名 郵便番号 住所
1 習志野 ウエルシア薬局鎌ケ谷くぬぎ山店 273-0128 鎌ケ谷市くぬぎ山３－１４－１４
1 習志野 株式会社ハートスリー　くぬぎ山ハート薬局 273-0128 鎌ケ谷市くぬぎ山４－２－４０
1 習志野 薬局くすりの福太郎　鎌ケ谷大仏店 273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷１－４－３１
1 習志野 友愛薬局　初富店 273-0121 鎌ケ谷市初富２６－１５
1 習志野 山口薬局 273-0121 鎌ケ谷市初富８４８－１０６
1 習志野 わかば薬局　初富 273-0121 鎌ケ谷市初富９２４－３０１
1 習志野 薬局くすりの福太郎　初富本町店 273-0125 鎌ケ谷市初富本町１－１－７
1 習志野 薬局くすりの福太郎　新鎌ヶ谷店 273-0107 鎌ケ谷市新鎌ケ谷１－１６－１ムワトゥール１階
1 習志野 薬局くすりの福太郎　新鎌ヶ谷北口店 273-0107 鎌ケ谷市新鎌ヶ谷１－１８－５ディアヴェルジュ１Ｆ
1 習志野 薬局くすりの福太郎　新鎌ヶ谷南口店 273-0107 鎌ケ谷市新鎌ヶ谷１－９－９
1 習志野 薬局くすりの福太郎　アクロスモール新鎌ケ谷店 273-0107 鎌ケ谷市新鎌ケ谷２－１２－１
1 習志野 イオン薬局鎌ケ谷店 273-0107 鎌ケ谷市新鎌ケ谷２－７－１
1 習志野 ウエルシア薬局鎌ケ谷西佐津間店 273-0134 鎌ケ谷市西佐津間１－２４－３３
1 習志野 みどり薬局 273-0117 鎌ケ谷市西道野辺１５－２１
1 習志野 さくら薬局鎌ケ谷西道野辺店 273-0117 鎌ケ谷市西道野辺６－１
1 習志野 薬局くすりの福太郎　東鎌ケ谷店 273-0104 鎌ケ谷市東鎌ケ谷１－６
1 習志野 薬局タカサ鎌ケ谷大仏店 273-0122 鎌ケ谷市東初富６－８－５１
1 習志野 オリビエ薬局　鎌ヶ谷店 273-0122 鎌ケ谷市東初富６－９－４８
1 習志野 あすなろ薬局 273-0112 鎌ケ谷市東中沢１－１５－５５
1 習志野 友愛薬局　みちのべ店 273-0115 鎌ケ谷市東道野辺４－１－４０
1 習志野 うさぎ薬局　馬込沢店 273-0115 鎌ケ谷市東道野辺７－２２－４６　ＫＵ馬込沢ビル１０２
1 習志野 薬局くすりの福太郎　鎌ケ谷駅前店 273-0137 鎌ケ谷市道野辺本町１－３－１カーラシティ鎌ケ谷１Ｆ
1 習志野 薬局くすりの福太郎　鎌ケ谷店 273-0137 鎌ケ谷市道野辺本町２－１０－２５
1 習志野 薬局おくすり本舗鎌ケ谷店 273-0106 鎌ケ谷市南鎌ケ谷１－５－２６
1 習志野 ウエルシア薬局鎌ケ谷初富店 273-0123 鎌ケ谷市南初富３－１４－２
1 習志野 さくら薬局鎌ケ谷店 273-0123 鎌ケ谷市南初富６－５－１５
1 習志野 アデム薬局 273-0101 鎌ケ谷市富岡１－３－２９
1 習志野 あけぼの薬局香澄店 275-0022 習志野市香澄２－１０－２５
1 習志野 櫛方薬局 275-0014 習志野市鷺沼１－６－８
1 習志野 大洋薬局幕張店 275-0014 習志野市鷺沼５－６－２６
1 習志野 ハニー薬局 275-0015 習志野市鷺沼台１－８－１３
1 習志野 薬局くすりの福太郎　実籾２号店 275-0002 習志野市実籾４－３－３
1 習志野 あおば薬局 275-0002 習志野市実籾４－６－４
1 習志野 かずさ薬局 275-0002 習志野市実籾５－１－７
1 習志野 薬局くすりの福太郎　実籾店 275-0002 習志野市実籾５－２－１２
1 習志野 アイン薬局　習志野店 275-0006 習志野市泉町３－１－５ファーストエイド２４　１Ｆ
1 習志野 薬局くすりの福太郎　津田沼南口店 275-0028 習志野市奏の杜１－１２－３ＭＦビル１階
1 習志野 サンドラッグ津田沼南口薬局 275-0028 習志野市奏の杜２－１－１
1 習志野 あけぼの薬局　奏の杜店 275-0028 習志野市奏の杜２－４－２６
1 習志野 あけぼの薬局津田沼店 275-0028 習志野市奏の杜３－３－１３
1 習志野 三代川薬局 275-0021 習志野市袖ケ浦１－１８－１１
1 習志野 ヤックスドラッグ津田沼薬局 275-0021 習志野市袖ヶ浦３－５－３
1 習志野 あけぼの薬局習志野店 275-0021 習志野市袖ケ浦４－１７－２
1 習志野 有限会社大武薬局 275-0021 習志野市袖ヶ浦５－７－６
1 習志野 薬局くすりの福太郎　京成大久保駅前店 275-0011 習志野市大久保１－２２－１４石橋ビル１階
1 習志野 和光薬局　大久保店 275-0011 習志野市大久保１－２３－１６
1 習志野 オオクボ薬局 275-0011 習志野市大久保１－２６－１８
1 習志野 いずみ薬局 275-0011 習志野市大久保２－１４－１９フィオーレ大久保
1 習志野 プラチナ薬局　京成大久保店 275-0011 習志野市大久保２－２－１
1 習志野 プラザ薬局習志野 275-0011 習志野市大久保３－２－１０
1 習志野 フラワー薬局 275-0011 習志野市大久保３－２－１１
1 習志野 アガペ習志野薬局 275-0011 習志野市大久保3-2-12
1 習志野 共創未来　習志野薬局 275-0011 習志野市大久保３－２－９
1 習志野 つぐみ薬局 275-0026 習志野市谷津１－１４－２
1 習志野 谷津薬局 275-0026 習志野市谷津１－１４－２
1 習志野 津田沼ザ・タワー薬局 275-0026 習志野市谷津１－１５－２２
1 習志野 ダイエーモリシア津田沼店薬局 275-0026 習志野市谷津１－１６－１
1 習志野 薬局トモズ　モリシア津田沼店 275-0026 習志野市谷津１－１６－１モリシア津田沼２階
1 習志野 クリエイト薬局習志野谷津店 275-0026 習志野市谷津３－１－１１
1 習志野 日本調剤谷津薬局 275-0026 習志野市谷津４－６－１９
1 習志野 桃太郎薬局　新やつ店 275-0026 習志野市谷津４－６－２６
1 習志野 ローズ薬局 275-0026 習志野市谷津４－８－４５
1 習志野 北谷津薬局 275-0026 習志野市谷津５－５－１５
1 習志野 あけぼの薬局　ロハル津田沼店 275-0026 習志野市谷津７－７－１　A棟４階４０２D
1 習志野 あけぼの薬局　ロハル津田沼２号店 275-0026 習志野市谷津７－７－１ロハル津田沼B館１F
1 習志野 薬局マツモトキヨシ　新津田沼駅前店 275-0016 習志野市津田沼１－１０－４０ダイワビル１F
1 習志野 パンダ薬局 275-0016 習志野市津田沼１－１５－２
1 習志野 イオン薬局津田沼店 275-0016 習志野市津田沼１－２３－１
1 習志野 さくら薬局津田沼駅前店 275-0016 習志野市津田沼１－２－９第２織戸ビル１階
1 習志野 ひまわり薬局 275-0016 習志野市津田沼３－２３－１２
1 習志野 コスモス調剤薬局 275-0016 習志野市津田沼３－５－４
1 習志野 株式会社美角薬局 275-0016 習志野市津田沼５－１０－３
1 習志野 コクミン薬局習志野店 275-0016 習志野市津田沼５－１４－４水上ビル１階
1 習志野 大洋薬局津田沼店 275-0016 習志野市津田沼５－１－９レガート津田沼１Ｆ
1 習志野 コクミン薬局　習志野南店 275-0016 習志野市津田沼５－５－２４
1 習志野 めぐみ薬局津田沼店 275-0016 習志野市津田沼５－５－２６
1 習志野 スワン薬局　津田沼店 275-0016 習志野市津田沼６－１４－２３
1 習志野 なごみ薬局 275-0016 習志野市津田沼７－１２－１
1 習志野 ウエルシア薬局習志野実籾店 275-0001 習志野市東習志野３－１－２４
1 習志野 東習志野薬局 275-0001 習志野市東習志野５－１１－３
1 習志野 ハート調剤薬局習志野店 275-0017 習志野市藤崎3-25-13
1 習志野 さくら薬局藤崎店 275-0017 習志野市藤崎６－１６－３
1 習志野 つげ薬局 275-0017 習志野市藤崎６－１７－９
1 習志野 大洋薬局大久保店 275-0012 習志野市本大久保３－５－２０
1 習志野 みずき薬局大久保店 275-0012 習志野市本大久保３－９－１６
1 習志野 あおぞら薬局 276-0042 八千代市ゆりのき台１－２－３
1 習志野 Ｉ＆Ｈ　八千代中央薬局 276-0042 八千代市ゆりのき台３－５－２ユウセイモール１Ｆ
1 習志野 スギ薬局　八千代中央店 276-0042 八千代市ゆりのき台３－５－３
1 習志野 なの花薬局八千代中央店 276-0042 八千代市ゆりのき台４－１－８
1 習志野 オリーブ薬局ゆりのき店 276-0042 八千代市ゆりのき台５－１－４アルバ八千代１Ｆ
1 習志野 わかば薬局 276-0043 八千代市萱田２２４７－１４
1 習志野 薬局タカサ八千代中央店 276-0044 八千代市萱田町５１３－３
1 習志野 あおば薬局 276-0037 八千代市高津４８８－２スプレンダー津端１０２
1 習志野 薬局くすりの福太郎　八千代高津店 276-0036 八千代市高津６９４－１
1 習志野 あけぼの薬局高津店 276-0036 八千代市高津８５０－９２
1 習志野 クオール薬局勝田台店 276-0023 八千代市勝田台１－２８－５
1 習志野 薬局マツモトキヨシ　勝田台店 276-0023 八千代市勝田台１－３１－７　ＴＳＵＴＡＹＡビル１階
1 習志野 勝田台薬局 276-0023 八千代市勝田台１－３７－６
1 習志野 ウエルシア薬局勝田台店 276-0023 八千代市勝田台２－１２－２
1 習志野 友愛薬局　勝田台店 276-0023 八千代市勝田台３－４４－２
1 習志野 ファミリー薬局 276-0023 八千代市勝田台７－１－２３第３SSKビル
1 習志野 みずき薬局勝田台店 276-0023 八千代市勝田台７－２６－３８
1 習志野 あさひ薬局 276-0023 八千代市勝田台７－２７－１３
1 習志野 勝田台フレンド薬局 276-0020 八千代市勝田台北１－２０－１鈴木荘１０１
1 習志野 あやめ薬局勝田台店 276-0020 八千代市勝田台北１－２－７　プランドール勝田台１０１
1 習志野 有限会社　ダイワ薬局 276-0020 八千代市勝田台北１－３－１６
1 習志野 すずらん薬局 276-0020 八千代市勝田台北１－７－１２
1 習志野 すずらん薬局駅前店 276-0020 八千代市勝田台北１－９－２４アルファード１階



保健所コード 管轄保健所 医療機関名 郵便番号 住所
1 習志野 ダイワ薬局ふれあい店 276-0020 八千代市勝田台北３－５－４
1 習志野 薬樹薬局　八千代 276-0022 八千代市上高野４４９ー２１
1 習志野 薬局マツモトキヨシ　フルルガーデン八千代店 276-0029 八千代市村上南１－３－１
1 習志野 タカダ薬局村上店 276-0029 八千代市村上南１－５－２５カセイビル１F
1 習志野 薬局メディクス 276-0029 八千代市村上南１－５－２８SYM　THE　BUILDING1－１
1 習志野 さくら薬局　八千代村上南店 276-0029 八千代市村上南５－５－１８
1 習志野 こだま薬局 276-0045 八千代市大和田１００２－３
1 習志野 クリエイト薬局　京成大和田店 276-0045 八千代市大和田５７５－1
1 習志野 立生堂薬局 276-0045 八千代市大和田８６５－２
1 習志野 ウエルシア薬局八千代緑が丘店 276-0046 八千代市大和田新田１０３１－１
1 習志野 春生堂薬局はぐみ店 276-0046 八千代市大和田新田１１４６－３　１４６街区４画地
1 習志野 かりん薬局 276-0046 八千代市大和田新田２５２－１
1 習志野 ヤックスドラッグ大和田薬局 276-0046 八千代市大和田新田３２６－６
1 習志野 つつじ薬局八千代店 276-0046 八千代市大和田新田３７５－２
1 習志野 ウエルシア薬局　八千代大和田２号店 276-0046 八千代市大和田新田４４６－４７
1 習志野 プラチナ薬局　京成バラ園前店 276-0046 八千代市大和田新田４５８－１０
1 習志野 八千代中央薬局 276-0046 八千代市大和田新田４７７－１４５
1 習志野 日本調剤　八千代薬局 276-0046 八千代市大和田新田５０１－２
1 習志野 めぐみ薬局アルファー店 276-0046 八千代市大和田新田５９－１２８
1 習志野 小澤薬局 276-0046 八千代市大和田新田９１７－１
1 習志野 オリーブ薬局 276-0046 八千代市大和田新田９７５－３
1 習志野 ウエルシア薬局八千代大和田店 276-0046 八千代市大和田新田字庚塚３４４－１
1 習志野 ファーコス薬局　なしのき 276-0004 八千代市島田台字島田道８５８－５
1 習志野 八千代台薬局 276-0034 八千代市八千代台西１－１－２７
1 習志野 薬局くすりの福太郎　八千代台西口店 276-0034 八千代市八千代台西１－６－１
1 習志野 ウエルシア八千代台薬局 276-0034 八千代市八千代台西９－１－１６
1 習志野 アイセイ薬局八千代台店 276-0034 八千代市八千代台西９－２－２０
1 習志野 株式会社未栞　ジュン薬局 276-0032 八千代市八千代台東１－１４－８
1 習志野 エンゼル薬局 276-0032 八千代市八千代台東１－２１－２２
1 習志野 ウエルシア薬局八千代台東店 276-0032 八千代市八千代台東２－７－１
1 習志野 千寿堂薬局 276-0032 八千代市八千代台東３－５－２
1 習志野 きらり薬局　八千代台店 276-0033 八千代市八千代台南１－１－２小池ビル３Ｆ
1 習志野 オレンジ薬局 276-0033 八千代市八千代台南１－３－４
1 習志野 クリエイト薬局　八千代台南店 276-0033 八千代市八千代台南１－８－１　１階
1 習志野 あきの薬局南店 276-0033 八千代市八千代台南２－２－１７
1 習志野 オオトモ薬局　八千代台店 276-0031 八千代市八千代台北１－２－５
1 習志野 鈴薬局　八千代台店 276-0031 八千代市八千代台北１－７－６八千代大ＭＫビル１階
1 習志野 あきの薬局 276-0031 八千代市八千代台北５－８－１６
1 習志野 オリビエ薬局　八千代台店 276-0031 八千代市八千代台北６－１１－１４
1 習志野 チバ薬局 276-0031 八千代市八千代台北６－１１－２０
1 習志野 アイン薬局　新八千代店 276-0015 八千代市米本１５４５－２１
1 習志野 薬局くすりの福太郎　緑が丘店 276-0049 八千代市緑が丘１－１１０４－３
1 習志野 オオトモ薬局　緑が丘店 276-0049 八千代市緑が丘１－２－１４
1 習志野 イオンリテール株式会社イオン薬局八千代緑が丘店 276-0049 八千代市緑が丘２－１－３
1 習志野 緑が丘薬局 276-0049 八千代市緑が丘２－２０－７
1 習志野 緑が丘中央薬局 276-0049 八千代市緑が丘２－２－１０秋葉緑が丘ビル１０１号室
1 習志野 リーセントヒルズ薬局 276-0049 八千代市緑が丘３－１－１リーセントヒルズＧ棟１階１０１号
1 習志野 薬局マツモトキヨシ　八千代緑が丘西店 276-0049 八千代市緑が丘５－１－２
1 習志野 キリン堂薬局　八千代緑が丘店 276-0040 八千代市緑が丘西１－１５－６
1 習志野 八千代緑が丘薬局 276-0040 八千代市緑が丘西４－１０－１－１０１
1 習志野 春生堂薬局　緑ヶ丘店 276-0049 八千代市緑ヶ丘１－１－１公園都市プラザ１１－２
2 市川 けやき薬局浦安店 279-0003 浦安市海楽１－２９－１５海楽新井ビル１０１
2 市川 志宝薬局浦安店 279-0023 浦安市高洲２－４－１０
2 市川 田辺薬局浦安高洲店 279-0023 浦安市高洲３－１－２５
2 市川 ヤマザキ薬局 279-0022 浦安市今川１－１１－５７

2 市川 さくら薬局浦安店 279-0022 浦安市今川１－１３－１

2 市川 さくら薬局新浦安店 279-0022 浦安市今川1-1-33
2 市川 新生堂薬局　新浦安店 279-0022 浦安市今川１－１－３５
2 市川 日本調剤　浦安中央薬局 279-0022 浦安市今川１－１４－６５
2 市川 薬局マツモトキヨシ　浦安東野店 279-0042 浦安市東野１－１－４３
2 市川 浦安東野薬局 279-0042 浦安市東野３－４－１
2 市川 ヤックスドラッグ浦安東野薬局 279-0042 浦安市東野３－４－１１
2 市川 ファーマライズ薬局浦安中央店 279-0042 浦安市東野３－５－１
2 市川 ウエルシア薬局浦安駅前店 279-0001 浦安市当代島１－１－２３
2 市川 グリーン薬局 279-0001 浦安市当代島１－２－７ABマンション１階
2 市川 さくら薬局　浦安当代島店 279-0001 浦安市当代島１－３－３０　ビッグウエスト浦安１０２
2 市川 日本調剤　浦安薬局 279-0001 浦安市当代島１－４－１第１西脇ビル１階
2 市川 みんと薬局 279-0001 浦安市当代島３－３－２５
2 市川 新成堂薬局浦安店 279-0001 浦安市当代島３－３－２５
2 市川 薬局くすりの福太郎　浦安店 279-0001 浦安市当代島３－４－１７
2 市川 とまと薬局　浦安店 279-0001 浦安市当代島３－６－４１
2 市川 アイン薬局　メディカルガーデン新浦安店 279-0013 浦安市日の出１－１－２５メディカルガーデン新浦安
2 市川 ウエルシア薬局浦安日の出店 279-0013 浦安市日の出５－７－９
2 市川 コクミン薬局アトレ新浦安店 279-0012 浦安市入船１－１－１アトレ新浦安店内
2 市川 イオン薬局イオンスタイル新浦安 279-0012 浦安市入船１－４－１
2 市川 日本調剤　新浦安薬局 279-0012 浦安市入船１－４－１イオン新浦安店７F
2 市川 コスモ調剤薬局 279-0012 浦安市入船１－４－１ショッパーズプラザ新浦安６F
2 市川 ココカラファイン薬局新浦安店 279-0012 浦安市入船１－５－１ＭＯＮＡ新浦安２階
2 市川 薬局ナチュラル・メディクス 279-0012 浦安市入船４－１－１－１０２
2 市川 薬局メディクス 279-0012 浦安市入船４－１－４
2 市川 ドラッグセイムス浦安入船薬局 279-0012 浦安市入船４－８－１入船4丁目ビル１Ｆ
2 市川 タカダ薬局　猫実店 279-0004 浦安市猫実２丁目１３－２６
2 市川 有限会社　コガ薬局 279-0004 浦安市猫実４－１８－２３
2 市川 薬局マツモトキヨシ　新浦安美浜店 279-0011 浦安市美浜１－７－１
2 市川 あけぼの薬局　新浦安店 279-0011 浦安市美浜１－９－２ 浦安ブライトンビル１階
2 市川 アイセイ薬局美浜店 279-0011 浦安市美浜３－２５－１５
2 市川 ウエルシア薬局ライフガーデン新浦安店 279-0021 浦安市富岡３－２－２
2 市川 ファーマライズ薬局　浦安富岡店 279-0021 浦安市富岡３－２－６
2 市川 とみおか薬局 279-0021 浦安市富岡４－９－６
2 市川 ハーベスト薬局浦安店 279-0043 浦安市富士見２－１８－２
2 市川 薬局ドラッグ・ジロー 279-0043 浦安市富士見２－９－１
2 市川 ごとう薬局 279-0026 浦安市弁天１－１０－５
2 市川 そうごう薬局浦安店 279-0002 浦安市北栄１－１２－３６北栄たかみビル１F
2 市川 さくら薬局浦安駅前店 279-0002 浦安市北栄１－１６－１３信栄ビル１Ｆ
2 市川 みかん薬局浦安店 279-0002 浦安市北栄１－１６－１７原勝ビル２０２号
2 市川 薬局マツモトキヨシ浦安南口駅前店 279-0002 浦安市北栄１－１６－１８
2 市川 薬局くすりの福太郎　浦安駅前店 279-0002 浦安市北栄１－３－３４グランデュール峯崎１－１Ｆ
2 市川 スリーアイ薬局　浦安店 279-0002 浦安市北栄３－８－１グローリーマンション岡崎２号室
2 市川 コスモ薬局　堀江店 279-0041 浦安市堀江１－３５－２０－１０３号
2 市川 タカハシ薬局 279-0041 浦安市堀江６－２－２０
2 市川 薬局トモズニューコースト新浦安店 279-0014 浦安市明海４－１－１
2 市川 薬樹薬局　新浦安 279-0014 浦安市明海５ー７ー１パークシティ東京ベイ新浦安ＳｏｌドクターズベイＡ
2 市川 漢方閣 272-0114 市川市塩焼２－１－１
2 市川 オオシバ薬局 272-0114 市川市塩焼２－３－２４－１０３
2 市川 東行徳太陽堂薬局 272-0114 市川市塩焼３－１－１
2 市川 カイセイ薬局 272-0114 市川市塩焼３－１６－２１
2 市川 さくら薬局　市川押切店 272-0107 市川市押切１９－７



保健所コード 管轄保健所 医療機関名 郵便番号 住所
2 市川 サンドラッグ加藤新田薬局 272-0124 市川市加藤新田２０１－１７
2 市川 金子薬局 272-0022 市川市鬼越１－２４－５
2 市川 ライクス薬局　市川 272-0022 市川市鬼越２－１２－５
2 市川 調剤薬局マツモトキヨシ　ニッケコルトン店 272-0015 市川市鬼高１－１－１アネックス館１階
2 市川 薬局マツモトキヨシ　ニッケコルトンプラザ店 272-0015 市川市鬼高１－１－１ニッケコルトンプラザ２階
2 市川 宮久保坂下薬局 272-0822 市川市宮久保１－１２－１５
2 市川 スミレ薬局宮久保店 272-0822 市川市宮久保１－１５－３ホワイトセゾン宮久保
2 市川 市川平成薬局 272-0822 市川市宮久保３－５－８
2 市川 薬局くすりの福太郎　宮久保４丁目店 272-0822 市川市宮久保４－２５－７
2 市川 シントク薬局 272-0004 市川市原木２－１３－２７
2 市川 株式会社ヤスイ　ヤスイ薬局本店 272-0133 市川市行徳駅前１－１３－６
2 市川 薬局くすりの福太郎　行徳駅前店 272-0133 市川市行徳駅前１－２３－１ハイマート行徳１階
2 市川 はなまる薬局　行徳店 272-0133 市川市行徳駅前１－２６－１２　行徳駅前六甲ビル
2 市川 はなまる薬局　行徳店 272-0133 市川市行徳駅前１－２６－１２行徳駅前六甲ビル
2 市川 フロンティア薬局　行徳店 272-0133 市川市行徳駅前１－２７－１０
2 市川 スギ薬局　行徳店 272-0133 市川市行徳駅前１－３－８　タウンコート丸義１階
2 市川 コスモ薬局行徳駅前店 272-0133 市川市行徳駅前２－１－１１－２Ｆ
2 市川 太陽堂薬局駅前２丁目店 272-0133 市川市行徳駅前２－１２－１３
2 市川 株式会社ヤスイ　ヤスイ調剤薬局 272-0133 市川市行徳駅前２－１３－２０
2 市川 アオノ薬局ケアセンター 272-0133 市川市行徳駅前２－１７－２－１F
2 市川 太陽堂薬局 272-0133 市川市行徳駅前２－２５－１２
2 市川 プラザアオノ薬局 272-0133 市川市行徳駅前２－４
2 市川 いずみ薬局行徳店 272-0133 市川市行徳駅前２－８－５
2 市川 けやき薬局行徳店 272-0133 市川市行徳駅前４－２３－１サーハンハウス行徳１Ｆ
2 市川 有限会社　くすり三千堂 272-0133 市川市行徳駅前４－６－１６
2 市川 ハロー薬局 272-0013 市川市高谷１－６－１０
2 市川 共創未来　国府台薬局 272-0827 市川市国府台２－８－２３
2 市川 サトミ薬局 272-0827 市川市国府台3-1-25
2 市川 ＡＢＣ薬局　国府台店 272-0827 市川市国府台３－１－２７
2 市川 アイン薬局　国府台店 272-0827 市川市国府台３－１－２９
2 市川 国府台調剤薬局 272-0827 市川市国府台３－１－２９
2 市川 プラサ薬局国府台 272-0827 市川市国府台３－１－３０
2 市川 ベル薬局　国府台 272-0827 市川市国府台４－１－５
2 市川 ウエルシア薬局市川国府台店 272-0827 市川市国府台４－７－３
2 市川 薬剤師会市川薬局 272-0827 市川市国府台５－１－８
2 市川 コアラ薬局 272-0034 市川市市川１－１０－２
2 市川 レモン薬局市川店 272-0034 市川市市川１－１２－２３
2 市川 さくら薬局市川駅前店 272-0034 市川市市川１－１２－７竹之内マンション１Ｆ
2 市川 市川駅前薬局 272-0034 市川市市川１－２３－１０
2 市川 市川真間グリーン薬局 272-0034 市川市市川１－２７－５元木ビル１０１
2 市川 ダイエー市川店薬局 272-0034 市川市市川１－４－１０
2 市川 鈴薬局市川店 272-0034 市川市市川１－４－１０　１１Ｆ
2 市川 さくら薬局　市川駅北口店 272-0034 市川市市川１－４－１０市川ビル９Ｆ
2 市川 有限会社金子薬局ファーマシーカネコ 272-0034 市川市市川１－６－１４カネコビル２階
2 市川 薬局くすりの福太郎　市川駅前店 272-0034 市川市市川１－８－２日日商事ビル１Ｆ
2 市川 調剤薬局インフォ・ドラッグ市川店 272-0034 市川市市川１－９－７
2 市川 ヤスイ薬局市川駅前店 272-0034 市川市市川２－１－４
2 市川 さくら薬局市川店 272-0034 市川市市川２－２８－１５
2 市川 サラダ薬局　国府台店 272-0034 市川市市川４－７－５　シャトー鴻ノ台１０２
2 市川 さくらんぼ薬局　市川南店 272-0033 市川市市川南１－１０－１ Ｉ-linkタウンいちかわ　ザ・タワーズウエスト２１７

2 市川 薬局マツモトキヨシ　市川駅南口店 272-0033 市川市市川南１－１０－１－１１４
2 市川 日本調剤　市川南口薬局 272-0033 市川市市川南１－１－１Ｂ２０３
2 市川 有限会社　西川永生堂 272-0033 市川市市川南１－２－５
2 市川 西川永生堂らいふけあ薬局 272-0033 市川市市川南１－８－６
2 市川 若宮薬局 272-0812 市川市若宮２－１２－７
2 市川 薬局タカサ市川若宮店 272-0812 市川市若宮３－３１－５
2 市川 久米の木薬局 272-0812 市川市若宮３－５３－２４
2 市川 松の木薬局 272-0035 市川市新田１－２－３
2 市川 石田薬局 272-0035 市川市新田３－２３－１５
2 市川 薬局くすりの福太郎　市川南口店 272-0035 市川市新田４－６－７
2 市川 泉澤薬局 272-0035 市川市新田５－１１－１
2 市川 市川真間薬局 272-0826 市川市真間１－１３－７
2 市川 くるみ薬局 272-0826 市川市真間２－１２－１４シャトー真間１Ｆ
2 市川 真間川薬局 272-0826 市川市真間２－１６－１２
2 市川 いちかわ薬局 272-0825 市川市須和田１－２４－１６
2 市川 日本調剤ワールド薬局 272-0824 市川市菅野４－１７－１１－１F
2 市川 そうごう薬局市川店 272-0824 市川市菅野４－１７－１１岩丸ビル１０１号

2 市川 さくら薬局菅野店 272-0824 市川市菅野４－１７－１２ラ・メール岡野１Ｆ

2 市川 共創未来　市川薬局 272-0824 市川市菅野４－１７－１４ー１Ｆ
2 市川 ハヤシ薬局 272-0832 市川市曽谷３－４２－２
2 市川 さくら薬局　市川曽谷店 272-0832 市川市曽谷７－３－１６
2 市川 太陽堂調剤薬局 272-0143 市川市相之川１－８－１
2 市川 薬局くすりの福太郎　相之川店 272-0143 市川市相之川３－１３－２３丸伝小川ビル１Ｆ
2 市川 ファーマシーアオノ薬局 272-0143 市川市相之川４－１５－１
2 市川 南行徳薬局 272-0143 市川市相之川４－１５－２吉野ビル１F
2 市川 よつば薬局 272-0143 市川市相之川４－１８－１メトロセンター南行徳Ｃ棟チ号
2 市川 スター薬局 272-0143 市川市相之川４－２－１４－１０３
2 市川 ドレミ薬局　南行徳店 272-0143 市川市相之川４－５－１５－１０５
2 市川 あけぼの薬局　南行徳店 272-0143 市川市相之川４－５－８南行徳メディカルスクエア１Ｆ
2 市川 スギ薬局　南行徳店 272-0143 市川市相之川４－９－１
2 市川 ウエルシア薬局南行徳駅前店 272-0143 市川市相之川４－９－１０
2 市川 たんぽぽ薬局 272-0805 市川市大野町２－１０７－１
2 市川 薬局くすりの福太郎　市川大野駅前店 272-0805 市川市大野町２－２１５
2 市川 プライム薬局 272-0805 市川市大野町３－１２７－１
2 市川 市川大野薬局 272-0805 市川市大野町３－１５９４－５
2 市川 アイン薬局市川店 272-0025 市川市大和田２－２１－３０
2 市川 中国分薬局 272-0835 市川市中国分３－５０７－６
2 市川 みのる薬局　東国分店 272-0833 市川市東国分１－２９－１５
2 市川 ウエルシア薬局市川東国分店 272-0833 市川市東国分２－１－１
2 市川 はちまん薬局 272-0823 市川市東菅野１－６－１９シーダーヒルズ１Ｆ
2 市川 アオノ薬局ふみはま店 272-0138 市川市南行徳１－１５－２１－１Ｆ
2 市川 ドラッグセイムス　南行徳薬局 272-0138 市川市南行徳１－１５－８　エレガントプラザ１階
2 市川 スクエアアオノ薬局 272-0138 市川市南行徳１－１６－２７NANGYOスクエアビル
2 市川 芦田薬局 272-0138 市川市南行徳１－２２－３
2 市川 イオン薬局　南行徳店 272-0138 市川市南行徳２－２０－２５
2 市川 株式会社　誠心堂薬局 272-0138 市川市南行徳３－１－２
2 市川 ウエルシア薬局　南行徳店 272-0138 市川市南行徳４－３－１７
2 市川 オオノヤ薬局 272-0804 市川市南大野１－６－３０
2 市川 和光薬局　市川店 272-0804 市川市南大野２－１８－２３
2 市川 薬局ままのて 272-0804 市川市南大野２－３－２４
2 市川 薬局マツモトキヨシ　市川大野店 272-0804 市川市南大野３－２４－３
2 市川 市川ハート薬局 272-0023 市川市南八幡１－２３－１０
2 市川 オリーブ薬局 272-0023 市川市南八幡３－３－８
2 市川 薬局マツモトキヨシ　本八幡駅前店 272-0023 市川市南八幡４－１－１０
2 市川 クオール薬局本八幡店 272-0023 市川市南八幡４－１４－４
2 市川 セブンス薬局南八幡店 272-0023 市川市南八幡４－１４－５オータムヒルズ１B
2 市川 南山堂薬局本八幡駅前店 272-0023 市川市南八幡４－４－２６グランデヒロ本八幡１階
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2 市川 ファーマライズ薬局　本八幡店 272-0023 市川市南八幡４－７－１３
2 市川 調剤薬局マツモトキヨシ　南八幡店 272-0023 市川市南八幡４－７－２
2 市川 サイコウ薬局　本八幡店 272-0023 市川市南八幡４－７－８
2 市川 株式会社アーガス　みなみ薬局 272-0023 市川市南八幡４－８－１４　加登屋ビル１Ｆ
2 市川 日本調剤　本八幡南口薬局 272-0023 市川市南八幡４－９－５　１Ｆ
2 市川 調剤薬局マツモトキヨシ　南八幡５丁目店 272-0023 市川市南八幡５－１０－４
2 市川 本八幡薬局 272-0023 市川市南八幡５－１１－１１　１Ｆ
2 市川 島薬局 272-0023 市川市南八幡５－１１－３
2 市川 キリン堂薬局　市川東店 272-0001 市川市二俣２－１４－１メディックスビル１Ｆ
2 市川 ヘルシーランドヤスイ薬局 272-0134 市川市入船１２－２３
2 市川 ほほえみ薬局 272-0802 市川市柏井町１－２２０５
2 市川 さくら薬局市川八幡店 272-0021 市川市八幡１－１５－１２
2 市川 有限会社島崎薬局 272-0021 市川市八幡１－２－２
2 市川 日本調剤本八幡北口薬局 272-0021 市川市八幡２－１５－１５本八幡駅北口ビル１階
2 市川 まんてん堂薬局本八幡 272-0021 市川市八幡２－５－８ガレリア・サーラ１０７号
2 市川 駅前薬局スミレ２号店 272-0021 市川市八幡３－２７－２０　第２山本ビル１０２
2 市川 ライフ中央薬局 272-0021 市川市八幡３－２８－２７
2 市川 本八幡セントラル薬局 272-0021 市川市八幡３－３－３アイビスビルＢ１
2 市川 薬局タカサ市川本八幡店 272-0021 市川市八幡３－４－１０ユーハイツＢ－１
2 市川 あけぼの薬局　本八幡店 272-0021 市川市八幡３－５－１本八幡キャピタルタワー１Ｆ
2 市川 八幡ライフ薬局 272-0021 市川市八幡４－４－７－１０２
2 市川 薬局スミレ 272-0021 市川市八幡４－４－８
2 市川 あいケア薬局八幡店 272-0021 市川市八幡６－３－２５
2 市川 妙典駅北口　へいわどう薬局 272-0115 市川市富浜１－２－１７トゥーマナビル１F
2 市川 妙典駅前太陽堂薬局 272-0115 市川市富浜２－１４－４－１０１
2 市川 みのり薬局市川店 272-0032 市川市平田１－１７－２２
2 市川 市川グリーン薬局 272-0031 市川市平田２－７－２
2 市川 ＳＦＣ薬局　平田店 272-0031 市川市平田４－３－６
2 市川 金子調剤薬局 272-0815 市川市北方１－８－１５
2 市川 有限会社井伊薬局　鬼越営業所　鬼越薬局 272-0815 市川市北方１－９－１３
2 市川 薬局くすりの福太郎　市川北方店 272-0815 市川市北方２－３５－１６
2 市川 北方平成薬局 272-0811 市川市北方町４－２４１１
2 市川 マリア薬局 272-0837 市川市堀之内３－１９－３０
2 市川 ハート薬局 272-0837 市川市堀之内３－２２－１２メゾンラーク１０１
2 市川 ウエルシア薬局市川堀之内店 272-0837 市川市堀之内３－２５－９
2 市川 株式会社イシイ薬局 272-0837 市川市堀之内３－３２－２
2 市川 ミヤザキ薬局 272-0103 市川市本行徳１４－１９
2 市川 まこ薬局 272-0103 市川市本行徳５５２５－４
2 市川 くすのき薬局 272-0121 市川市末広１－１６－１５
2 市川 クオール薬局妙典店 272-0111 市川市妙典４－１０－２８クリサンテーム妙典Ⅱ
2 市川 アオノ薬局みょうでん店 272-0111 市川市妙典４－２－１２
2 市川 ファーム薬局 272-0111 市川市妙典４－５－２５
2 市川 ウエルシア薬局市川妙典店 272-0111 市川市妙典５－１３－３８
2 市川 イオン薬局市川妙典店 272-0111 市川市妙典５－３－１
3 松戸 ウエルシア薬局　我孫子下ケ戸店 270-1138 我孫子市下ケ戸478-1
3 松戸 薬局メディクス 270-1166 我孫子市我孫子１－１－２２アラベスクビル１階
3 松戸 薬局ナチュラル・メディクス 270-1166 我孫子市我孫子１－１７－２２
3 松戸 有限会社メディカルトラスト　みちる薬局 270-1166 我孫子市我孫子１－８－１７ル・ソルボンヌ１Ｆ
3 松戸 日本調剤　我孫子薬局 270-1166 我孫子市我孫子１８４３－３
3 松戸 さくら薬局我孫子店 270-1166 我孫子市我孫子１８６１番地
3 松戸 薬局マツモトキヨシ　あびこショッピングプラザ店 270-1166 我孫子市我孫子４－１１－１
3 松戸 あびこマル薬局 270-1166 我孫子市我孫子４－４３－１６
3 松戸 アイン薬局　我孫子店 270-1166 我孫子市我孫子字並塚１８６０－４
3 松戸 湖北台タカダ薬局 270-1132 我孫子市湖北台１－１－１３
3 松戸 薬局スミレ　湖北台店 270-1132 我孫子市湖北台７－１３－５８－１０４
3 松戸 有限会社第一薬局 270-1132 我孫子市湖北台９－７－５
3 松戸 みごろ薬局 270-1145 我孫子市高野山２８５－１
3 松戸 北柏マル薬局 270-1168 我孫子市根戸１７４７－１
3 松戸 あすか薬局 270-1168 我孫子市根戸堀尻９４３－６
3 松戸 柴崎薬局 270-1177 我孫子市柴崎１２９９－１４
3 松戸 クオール薬局天王台店 270-1176 我孫子市柴崎台１－１８－３４
3 松戸 薬局くすりの福太郎　天王台北口店 270-1176 我孫子市柴崎台１－８－１
3 松戸 けやき天王台薬局 270-1176 我孫子市柴崎台２－１－７
3 松戸 みずき薬局天王台店 270-1176 我孫子市柴崎台３－２０－３
3 松戸 のぞみ薬局　天王台店 270-1176 我孫子市柴崎台４－１－３４
3 松戸 ウエルシア薬局我孫子若松店 270-1147 我孫子市若松１０２
3 松戸 うさぎの薬局 270-1152 我孫子市寿２－２７－２６
3 松戸 あかり薬局 270-1152 我孫子市寿２－７－４グレース寿１Ｆ１号室
3 松戸 ヤックスドラッグ我孫子新木薬局 270-1112 我孫子市新木２６５１－１
3 松戸 有限会社あさか　あさか薬局 270-1114 我孫子市新木野３－４－２
3 松戸 しらかば薬局 270-1158 我孫子市船戸２－１－１０
3 松戸 クリエイト薬局我孫子天王台店 270-1143 我孫子市天王台１－２１－１
3 松戸 薬局くすりの福太郎　天王台店 270-1143 我孫子市天王台２－１０－７ロイヤルパレス天王台１０４号
3 松戸 薬局マツモトキヨシ　天王台店 270-1143 我孫子市天王台２－１－２７
3 松戸 三幸薬局天王台店 270-1143 我孫子市天王台２－９－２
3 松戸 ウエルシア薬局　我孫子新木駅前店 270-1119 我孫子市南新木２－２－１
3 松戸 さつき薬局 270-1154 我孫子市白山１－１５－１３リトルウイング１階
3 松戸 そうごう薬局ふさ店 270-1101 我孫子市布佐２２０２－７
3 松戸 あさひ薬局 270-1101 我孫子市布佐２９２５－６
3 松戸 布佐マル薬局 270-1101 我孫子市布佐３０７５
3 松戸 アイセイ薬局　布佐店 270-1101 我孫子市布佐８３４
3 松戸 さくら薬局新木店 270-1101 我孫子市布佐８３４－１７９
3 松戸 フレンド薬局 270-1101 我孫子市布佐８５１－１
3 松戸 有限会社フレンド　フレンド薬局布佐台店 270-1101 我孫子市布佐９５４－１
3 松戸 きらり薬局 270-1165 我孫子市並木７－１－２９
3 松戸 さくら薬局　我孫子駅前店 270-0051 我孫子市本町２－４－１５弥生ビル１Ｆ
3 松戸 あおぞら薬局 270-1151 我孫子市本町２－６－１９
3 松戸 あびこ本町薬局 270-1151 我孫子市本町２－６－３アキモトビル１Ｆ－Ａ
3 松戸 ひろこうじ薬局我孫子店 270-1151 我孫子市本町３－２－１アビイクオーレ１階
3 松戸 友愛薬局　馬橋店 271-0043 松戸市旭町１－１３７－１
3 松戸 松戸栄薬局 271-0062 松戸市栄町２－１０６－３
3 松戸 有限会社　川名薬局 271-0062 松戸市栄町５－２７５－１３
3 松戸 ことぶき薬局　松戸店 271-0062 松戸市栄町５－３６０－２　倉持コーポ
3 松戸 くるみ薬局 271-0062 松戸市栄町６－４１８－２
3 松戸 友愛薬局　大学前店 271-0061 松戸市栄町西１－８５８
3 松戸 ファーコス薬局　下矢切 271-0096 松戸市下矢切７０－１
3 松戸 からたち薬局 270-2254 松戸市河原塚４１１－１
3 松戸 友愛薬局　新金ケ作店 270-2251 松戸市金ケ作303-137,303-138
3 松戸 友愛薬局　金ヶ作店 270-2251 松戸市金ヶ作４０８－１６９
3 松戸 セピア薬局　松戸店 270-2251 松戸市金ケ作４０８－３３３
3 松戸 ファーコス薬局　しいの木西 270-2251 松戸市金ヶ作８８－６
3 松戸 アイン薬局　千葉西店 270-2251 松戸市金ヶ作８９－５
3 松戸 オハナ薬局　千葉西店 270-2251 松戸市金ケ作字騎射立場９３－３
3 松戸 ココカラファイン薬局松飛台店 270-2215 松戸市串崎南町２６
3 松戸 友愛薬局　くりがさわ店 270-0022 松戸市栗ケ沢７７７－２３
3 松戸 薬局マツモトキヨシ　矢切店 271-0097 松戸市栗山字中台１２５－１
3 松戸 ウエルシア薬局松戸古ヶ崎店 271-0068 松戸市古ヶ崎４－３５７９
3 松戸 プルメリア薬局 271-0075 松戸市胡録台３２６－３
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3 松戸 太陽調剤薬局 271-0075 松戸市胡録台３２６－８
3 松戸 ヤックスドラッグ松戸五香薬局 270-2213 松戸市五香２－２１－８
3 松戸 ウエルシア薬局松戸五香店 270-2213 松戸市五香４－２１－１
3 松戸 北丘薬局 270-2213 松戸市五香７－５５－１９
3 松戸 アイン薬局五香店 270-2213 松戸市五香８－３９－５五香スクールハイツ１Ｆ
3 松戸 ウエルシア薬局松戸五香西店 270-2218 松戸市五香西２－３７－１
3 松戸 薬局マツモトキヨシ五香西店 270-2218 松戸市五香西３－２－１
3 松戸 ウエルシア松戸元山薬局 270-2212 松戸市五香南１－１－５
3 松戸 山崎薬局 270-2212 松戸市五香南２－３２－４
3 松戸 友愛薬局　東松戸店 270-2222 松戸市高塚新田１２３－１６
3 松戸 ウエルシア松戸高塚薬局 270-2222 松戸市高塚新田２３２
3 松戸 大野調剤薬局 270-2222 松戸市高塚新田２４７－１７
3 松戸 ウエルシア薬局松戸高塚２号店 270-2222 松戸市高塚新田２５１－１２
3 松戸 梨香台薬局 270-2222 松戸市高塚新田字背上４８８－４８
3 松戸 あさひ薬局 271-0077 松戸市根本１４－２　パークスカイタワー松戸１Ｆ
3 松戸 ウエルシア薬局ダイエー松戸西口店 271-0077 松戸市根本４－２
3 松戸 いちご調剤薬局 271-0077 松戸市根本４５０－２
3 松戸 おんぷ薬局こがさき 271-0077 松戸市根本７０－２－１０１
3 松戸 かざね薬局 271-0077 松戸市根本７－８
3 松戸 薬局タカサオアシス松飛台店 270-2221 松戸市紙敷１－１１－３１Ｆ－Ａ
3 市川 秋山薬局 270-2223 松戸市秋山６８－１７
3 松戸 アピオス薬局 270-0014 松戸市小金１
3 松戸 イオン薬局北小金店 270-0014 松戸市小金１番地
3 松戸 薬局マツモトキヨシ　松戸小金店 270-0014 松戸市小金４０７－１
3 松戸 薬局マツモトキヨシ　小金店 270-0014 松戸市小金４３５－１
3 松戸 ウイング薬局　北小金駅前店 270-0014 松戸市小金８－６大正堂ビル２階
3 松戸 クリエイト薬局　松戸小金きよしヶ丘店 270-0013 松戸市小金きよしケ丘２－２３－２
3 松戸 ファーコス薬局　銀杏 270-0013 松戸市小金きよしケ丘２－８－１３
3 松戸 友愛薬局　小金原店 270-0021 松戸市小金原４－３－１７
3 松戸 元気薬局小金原支店 270-0021 松戸市小金原４－９－２０－１号
3 松戸 薬局マツモトキヨシ　小金原店 270-0021 松戸市小金原６－５－１
3 松戸 ファーコス薬局　小金原 270-0021 松戸市小金原６－５－２０
3 松戸 さくら薬局松戸小金原店 270-0021 松戸市小金原７－１８－３０
3 松戸 ファイン薬局松戸店 271-0093 松戸市小山１８８－１
3 松戸 ふくろう薬局　松戸店 271-0092 松戸市松戸１０７２－１２
3 松戸 ココカラファイン薬局松戸店 271-0092 松戸市松戸１１３９－２ライオンズステーションタワー松戸１階
3 松戸 薬局マツモトキヨシ　プラーレ松戸店 271-0092 松戸市松戸１１４９－１
3 松戸 薬局ユーエス・ファーマシー２号店 271-0092 松戸市松戸１１６２－１
3 松戸 薬局ユーエス・ファーマシー３号店 271-0092 松戸市松戸１１６４－２
3 松戸 薬局ユーエス・ファーマシー 271-0092 松戸市松戸１１７０
3 松戸 友愛薬局　松戸駅前店 271-0092 松戸市松戸1176-2 KAMEI BLD.2F-3
3 松戸 ウエルシア薬局　松戸駅東口店 271-0092 松戸市松戸１１７７－１－１F
3 松戸 さくら薬局松戸駅前店 271-0092 松戸市松戸１１７８
3 松戸 ハーブランド薬局　松戸店 271-0092 松戸市松戸１２９３－２小川ビル１Ｆ
3 松戸 まり松戸薬局 271-0092 松戸市松戸１２９９－２
3 松戸 薬局トモズ　キテミテマツド店 271-0092 松戸市松戸１３０７－１
3 松戸 おんぷ薬局 271-0092 松戸市松戸１３１３
3 松戸 松戸西薬局 271-0092 松戸市松戸２０４４
3 松戸 おんぷ薬局　にし美野 271-0092 松戸市松戸２２６８－５
3 松戸 薬局タカサ松戸店 270-2241 松戸市松戸新田２１－５８
3 松戸 薬局トモズグリーンマークシティ松戸新田店 270-2241 松戸市松戸新田２４５－２６
3 松戸 みのり台薬局 270-2241 松戸市松戸新田５９７－２２
3 松戸 有限会社松戸薬局　松戸新田店 270-2241 松戸市松戸新田庚申前４２０－７
3 松戸 ベナ薬局 271-0064 松戸市上本郷２２２６－１
3 松戸 クリエイト薬局松戸上本郷店 271-0064 松戸市上本郷２６１７－８
3 松戸 オリーブ薬局 271-0064 松戸市上本郷２６７２－９上本郷駅ビル１階Ａ－２号室
3 松戸 あい調剤薬局 271-0064 松戸市上本郷2675-1鳥海ビル１０１
3 松戸 ヤマグチ薬局　北松戸店 271-0064 松戸市上本郷４０５－２Ｆ
3 松戸 アイン薬局　北松戸店 271-0064 松戸市上本郷９０２－５パークキューブ北松戸１０１
3 松戸 富士見薬局 271-0094 松戸市上矢切２６５－２
3 松戸 ファーコス薬局　しいの木 270-2261 松戸市常盤平１－１１－９グランメール常盤平１F
3 松戸 薬局くすりの福太郎　常盤平店 270-2261 松戸市常盤平１－１２－１
3 松戸 薬局くすりの福太郎　常盤平１丁目店 270-2261 松戸市常盤平１－２－１２
3 松戸 クリエイト薬局　松戸常盤平店 270-2261 松戸市常盤平１－８　１階
3 松戸 さくら通り薬局 270-2261 松戸市常盤平２－１５－１１
3 松戸 友愛薬局　常盤平店 270-2261 松戸市常盤平２－２４－２常盤平団地Ａ－２
3 松戸 サンドラッグ常盤平薬局 270-2261 松戸市常盤平３－１０－１セブンタウン常盤平店１階
3 松戸 常盤平調剤薬局 270-2261 松戸市常盤平３-１０-１セブンタウン常盤平店１階
3 松戸 ウエルシア薬局常盤平店 270-2261 松戸市常盤平４－８－１９
3 松戸 鈴木薬局　松戸五香店 270-2261 松戸市常盤平５－１１－１９  秋吉ビル１階
3 松戸 そうごう薬局五香店 270-2261 松戸市常盤平５－１２－６第１泉ビル１F
3 松戸 けやき薬局 270-2261 松戸市常盤平５－１７－１０　シャルネ９５－１０２号
3 松戸 五香薬局 270-2261 松戸市常盤平５－１７－１５
3 松戸 薬局マツモトキヨシ　五香駅前通り店 270-0034 松戸市常盤平５－１７－７
3 松戸 ファーコス薬局　さくらの木 270-2261 松戸市常盤平５－８－１２
3 松戸 ファーコス薬局　常盤平 270-2261 松戸市常盤平６－１－１５
3 松戸 あやめ薬局常盤平店 270-2261 松戸市常盤平６－１－１８
3 松戸 ウエルシア松戸牧の原薬局 270-2261 松戸市常盤平６－２８－７
3 松戸 アップル薬局　八柱店 270-2265 松戸市常盤平陣屋前１７－１５
3 松戸 ウイン薬局松戸八柱店 270-2265 松戸市常盤平陣屋前９－２
3 松戸 ファーコス薬局　にしくぼ 270-2266 松戸市常盤平西窪町１３－２
3 松戸 株式会社まこ薬局 270-0034 松戸市新松戸１－３９８－２
3 松戸 日本調剤　新松戸薬局 270-0034 松戸市新松戸１－４０７岡本ビル１階
3 松戸 蘭調剤薬局新松戸店 270-0034 松戸市新松戸１－４０９新松戸エスビル１階
3 松戸 うさぎ薬局　新松戸店 270-0034 松戸市新松戸１－４１０－２新松戸中央総合病院前ビル１階
3 松戸 共創未来　新松戸薬局 270-0034 松戸市新松戸１－４１１
3 松戸 薬局マツモトキヨシ　matsukiyoLAB　新松戸駅前店 270-0034 松戸市新松戸１－４８３
3 松戸 調剤薬局マツモトキヨシ　新松戸店 270-0034 松戸市新松戸２－１１５－１
3 松戸 スギ薬局　新松戸南店 270-0034 松戸市新松戸３－１０３
3 松戸 調剤薬局マツモトキヨシ　新松戸３丁目店 270-0034 松戸市新松戸３－１３５
3 松戸 のぞみ薬局　新松戸店 270-0034 松戸市新松戸３－１７ワイズ１０１　３C
3 松戸 イオンフードスタイル新松戸店薬局 270-0034 松戸市新松戸３－２－２
3 松戸 薬局メディクス 270-0034 松戸市新松戸３－２８２リリーフパートナーズ１０１
3 松戸 ひいらぎ薬局 270-0034 松戸市新松戸４－１
3 松戸 アイン薬局　新松戸店 270-0034 松戸市新松戸４－１４１－１
3 松戸 アオキ薬局新松戸店 270-0034 松戸市新松戸４－２１７
3 松戸 田辺薬局新松戸西店 270-0034 松戸市新松戸６－３９
3 松戸 よこお薬局 270-0035 松戸市新松戸南１－１５１
3 松戸 ワタナベ薬局 271-0044 松戸市西馬橋１－１０－２
3 松戸 薬局オークファーマシー 271-0047 松戸市西馬橋幸町１３
3 松戸 薬局マツモトキヨシ　馬橋店 271-0046 松戸市西馬橋蔵元町２５
3 松戸 ウエルシア薬局　馬橋駅西口店 271-0046 松戸市西馬橋蔵元町６
3 松戸 アオイ薬局 270-2252 松戸市千駄堀１０１８－１
3 松戸 クオール薬局　松戸店 270-2252 松戸市千駄堀１０２４－７
3 松戸 友愛薬局　松戸センター店 270-2252 松戸市千駄堀１０８３－１
3 松戸 薬局くすりの福太郎　千駄堀店 270-2252 松戸市千駄堀１１１３－６
3 松戸 ヤックスドラッグ八柱薬局 270-2252 松戸市千駄堀１４８７－３
3 松戸 薬局マツモトキヨシ　松戸千駄堀店 270-2252 松戸市千駄堀１８４３
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3 松戸 調剤薬局マツモトキヨシ　千駄堀店 270-2252 松戸市千駄堀１８４５－１
3 松戸 竹内薬局松戸店 270-2224 松戸市大橋４１６－２
3 松戸 薬局マツモトキヨシ　松戸大金平店 270-0006 松戸市大金平３－１９４
3 松戸 ハート調剤薬局馬橋店 270-0025 松戸市中和倉１５１－２
3 松戸 薬局くすりの福太郎　東松戸店 270-2225 松戸市東松戸２－５－１
3 松戸 ゆいのはな薬局 270-2225 松戸市東松戸３－１－２　MILIUE　BLANCHE　１－A
3 松戸 リズム薬局東松戸店 270-2225 松戸市東松戸３－２－１アルフレンテ３０７
3 松戸 ハーブランド薬局　東松戸店 270-2225 松戸市東松戸３－７－１９
3 松戸 ドラッグセイムス東松戸薬局 270-2225 松戸市東松戸４－１－１
3 松戸 コスモス薬局北小金店 270-0003 松戸市東平賀３１６－１
3 松戸 ヱビス薬局 271-0065 松戸市南花島３－４４－１２
3 松戸 薬局おくすり本舗２０世紀が丘店 271-0083 松戸市二十世紀が丘梨元町２５－３
3 松戸 薬局マツモトキヨシ　八柱駅前店 270-2253 松戸市日暮１－１５－１
3 松戸 薬局おくすり本舗八柱店 270-2253 松戸市日暮１－１６－２Ｍ－ＰＡＲＴⅢ日暮ビル１Ｆ
3 松戸 フラワー薬局八柱駅前店 270-2253 松戸市日暮１－１７－１安蒜ビル１階
3 松戸 アイセイ薬局八柱店 270-2253 松戸市日暮２－３－１５
3 松戸 まきば薬局 270-2253 松戸市日暮５－１９１ビ－ンズ八柱１Ｆ
3 松戸 あざみ薬局 270-2253 松戸市日暮５－１９５グランディス新八柱A号室
3 松戸 レモン薬局 270-2253 松戸市日暮５－２３９
3 松戸 馬橋薬局 271-0051 松戸市馬橋１７８１－１
3 松戸 友愛薬局　馬橋駅前店 271-0051 松戸市馬橋１７９馬橋ステーションモール３階B-1
3 松戸 あさがお薬局　馬橋店 271-0051 松戸市馬橋１８３２－４
3 松戸 カワシマ薬局 271-0051 松戸市馬橋２０１６－２
3 松戸 クオール薬局はなみずき店 271-0051 松戸市馬橋３２３９
3 松戸 サンエー薬局　小金原店 270-0023 松戸市八ヶ崎１－３４－１６
3 松戸 薬局マツモトキヨシ　テラスモール松戸店 270-0023 松戸市八ケ崎２－８－１
3 松戸 わかば薬局八ケ崎 270-0023 松戸市八ケ崎６－５６－４２
3 松戸 調剤薬局マツモトキヨシ八ヶ崎店 270-0023 松戸市八ヶ﨑７－３２－１１プチモンド八ヶ崎１－Ｂ
3 松戸 ウエルシア薬局　松戸樋野口店 271-0067 松戸市樋野口９３２－１
3 松戸 ハート調剤薬局北松戸店 271-0063 松戸市北松戸１－１－４
3 松戸 クリエイト薬局北松戸店 271-0063 松戸市北松戸2丁目7-10
3 松戸 友愛薬局　牧の原店 270-2267 松戸市牧の原１－１９ヴィラサンロード牧の原Ａ－１０１
3 松戸 一般社団法人子供プラス未来　ゆうあい未来薬局 271-0091 松戸市本町１２－７生井澤ビル１Ｆ
3 松戸 有限会社松戸薬局 271-0091 松戸市本町１８－１
3 松戸 薬局マツモトキヨシ　松戸西口駅前店 271-0091 松戸市本町１８－６
3 松戸 かつみ薬局 271-0091 松戸市本町１９－１６松戸ウエストビル１Ｆ
3 松戸 ウエルシア薬局松戸駅西口店 271-0091 松戸市本町１９－１７
3 松戸 友愛薬局　松戸西口店 271-0091 松戸市本町２１－２都市綜合開発第３ビル１Ｆ
3 松戸 ふれあい薬局 271-0091 松戸市本町３－９
3 松戸 ひかり薬局 270-2231 松戸市稔台１－１０－３
3 松戸 薬局アップルケアネットみのり台店 270-2231 松戸市稔台１－１１－３３　セレス稔台１F店舗B
3 松戸 佑幸堂薬局 270-2231 松戸市稔台１－１－２
3 松戸 やばしら薬局 270-2231 松戸市稔台１－８－１２
3 松戸 有限会社アシスト　おんぷ薬局　のぎく野 270-2243 松戸市野菊野６－６－１０６
3 松戸 有限会社ヱド川薬局　フリューゼ薬局 270-2203 松戸市六高台２－１２１
3 松戸 友愛薬局　六高台店 270-2203 松戸市六高台６－６７
3 松戸 ウエルシア薬局六高台店 270-2203 松戸市六高台７－２０－１
3 松戸 イントロン薬局　松戸店 270-2203 松戸市六高台７－２８－１
3 松戸 サンドラッグ六高台薬局 270-2203 松戸市六高台８－１３６－１
3 松戸 クオール薬局流山おおたかの森店 270-0128 流山市おおたかの森西１－１５－３COTOE流山おおたかの森２F
3 松戸 薬ヒグチ薬局　流山おおたかの森店 270-0128 流山市おおたかの森西１－２－３
3 松戸 共創未来　流山薬局 270-0128 流山市おおたかの森西１－３－１　おおたかプラザビル１０２号
3 松戸 株式会社武蔵野調剤薬局　ハナミズキテラス店 2700128 流山市おおたかの森西１－３１－３
3 松戸 ウエルシア薬局流山おおたかの森店 270-0121 流山市おおたかの森西４－９
3 松戸 株式会社武蔵野調剤薬局　流山おおたかの森店 270-0138 流山市おおたかの森東１－２－１ライフガーデン流山おおたかの森２０１
3 松戸 薬局おおたかの森フォレスト 270-0139 流山市おおたかの森南１－２５－２Ｋ－２
3 松戸 そうごう薬局流山おおたかの森店 270-0139 流山市おおたかの森南１－４－１１ウェルスおおたかの森１F
3 松戸 はなまる薬局おおたかの森南口店 270-0139 流山市おおたかの森南２－３４－１Ｋおおたかの森ビル1Ｆ
3 松戸 アイセイ薬局　おおたかの森店 270-0139 流山市おおたかの森南３－８　LEVENおおたかの森アネックス棟２F
3 松戸 友愛薬局　おおたかの森店 270-0119 流山市おおたかの森北１－１２－１ＯＫＴプラザ１０１
3 松戸 クリエイト薬局　流山おおたかの森店 270-0119 流山市おおたかの森北１－１７－１７
3 松戸 みそら薬局 270-0119 流山市おおたかの森北１－１７－２０
3 松戸 そうごう薬局　流山おおたかの森北口店 270-0119 流山市おおたかの森北１－４－１ソライエスクエア１Ｆ
3 松戸 まえの薬局おおたかの森 270-0119 流山市おおたかの森北３－２－１
3 松戸 株式会社柏龍堂　つばさ薬局こうのす台店 270-0102 流山市こうのす台６２９－６７
3 松戸 わかば薬局 270-0174 流山市下花輪４０９－１１
3 松戸 ウエルシア流山薬局 270-0176 流山市加１－１３－５
3 松戸 駒木台ファーマシー 270-0113 流山市駒木台４９５－３６
3 松戸 ハーブランド薬局　セントラルパーク店 270-0151 流山市後平井１６５
3 松戸 ウエルシア薬局流山向小金店 270-0143 流山市向小金２－１８４－５
3 松戸 ファミリー薬局 270-0115 流山市江戸川台西１－１２４
3 松戸 江戸川台薬局 270-0115 流山市江戸川台西２－１４１
3 松戸 シーエス薬局江戸川台店 270-0115 流山市江戸川台西２－５１
3 松戸 三幸薬局 270-0111 流山市江戸川台東２－３１５－２
3 松戸 イースト薬局 270-0111 流山市江戸川台東３－１５２－３
3 松戸 松ヶ丘公園薬局 270-0141 流山市松ケ丘４－４９５－４－１０１
3 松戸 オシベ薬局 270-0141 流山市松ケ丘４－５１４－２０９
3 松戸 三幸薬局西初石店 270-0121 流山市西初石２－１２－４
3 松戸 ウエルシア薬局流山西初石店 270-0121 流山市西初石３－１２－５
3 松戸 雄飛堂薬局流山初石店 270-0121 流山市西初石３－３５４－１初石メディカルモール１０４
3 松戸 ウエルシア薬局流山西平井店 270-0156 流山市西平井１－３１－１５
3 松戸 なのはな薬局 270-0152 流山市前平井１２１－２セントラルマークス１F
3 松戸 わかば薬局　パークビュー 270-0152 流山市前平井１５４－１
3 松戸 わかば薬局　中央店 270-0152 流山市前平井155
3 松戸 流山セントラルパーク薬局 270-0152 流山市前平井１５５　フェリオ１F
3 松戸 薬局ハカラメディコ 270-0152 流山市前平井１７７－１　プロシードＴＸ流山セントラルパーク0001
3 松戸 はからめ薬局 270-0116 流山市中野久木５１１－９
3 松戸 有限会社初石商事　すみれ調剤薬局 270-0114 流山市東初石２－８５－１
3 松戸 株式会社柏龍堂　つばさ調剤薬局初石店 270-0114 流山市東初石３－１００－３３
3 松戸 ドラッグセイムス運河薬局 270-0101 流山市東深井３８３－１
3 松戸 薬局ふろっぐ 270-0163 流山市南流山１－１４－７－００３号室
3 松戸 友愛薬局　南流山店 270-0163 流山市南流山２－１８－５
3 松戸 株式会社柏龍堂　つばさ薬局南流山店 270-0163 流山市南流山２－２４－６小西第１０Ｍ＆Ｓビル１Ｆ
3 松戸 ドラッグセイムス南流山薬局 270-0163 流山市南流山２－２－７
3 松戸 アオノ薬局　南流山店 270-0163 流山市南流山２－４－３－１０２
3 松戸 たから薬局　南流山店 270-0163 流山市南流山２－４－７Grand jour １FA号室
3 松戸 コスモス薬局 270-0163 流山市南流山２－８－１０
3 松戸 薬局くすりの福太郎　南流山店 270-0163 流山市南流山３－１１－５㈱秋元南流山ビル１Ｆ
3 松戸 ながれやま薬局 270-0163 流山市南流山３－１６－３
3 松戸 南山堂薬局　南流山店 270-0163 流山市南流山４－１－１５南流山駅前ビル１階
3 松戸 ウエルシア薬局流山美原店 270-0103 流山市美原３－９２－１
3 松戸 みずき薬局平和台店 270-0157 流山市平和台４－５－４３
3 松戸 ハーブランド薬局三ツ葉店 270-0145 流山市名都借３００－５
3 松戸 そうごう薬局　南流山店 270-0162 流山市木４０２　ヤオコー南流山店２階
3 松戸 ウエルシア薬局流山野々下店 270-0135 流山市野々下３－７５６－１
3 松戸 ほずみ薬局 270-0135 流山市野々下５－９７４－２４
4 市川 ホワイト薬局 270-1164 我孫子市つくし野１４０－１６
4 野田 みずき薬局 278-0027 野田市みずき２－１４－５
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4 野田 かえで薬局 278-0004 野田市横内１３１－３
4 野田 さくら薬局野田横内店 278-0004 野田市横内３５－１
4 野田 さくら薬局野田店 278-0004 野田市横内字谷向１２７－１８
4 野田 株式会社大樹　タイキ薬局花井店 278-0026 野田市花井２４８－３８第一茂木マンション１０１号
4 野田 けやき薬局 278-0055 野田市岩名２－１４－１
4 野田 タイキ野田薬局 278-0005 野田市宮崎１１５－２
4 野田 薬局メディクス 278-0005 野田市宮崎１２１
4 野田 薬局マツモトキヨシ　野田宮崎店 278-0005 野田市宮崎５６－３６
4 野田 スギ薬局　野田七光台店 278-0057 野田市光葉町１－６ベルクスステーションモール七光台1階
4 野田 あおば薬局七光台店 278-0057 野田市光葉町１－８－２
4 野田 たかしん薬局野田店 278-0048 野田市桜の里２－６－５
4 野田 永瀬薬局桜台店 278-0032 野田市桜台２４－１
4 野田 ひばり薬局 278-0022 野田市山崎１１４４－５
4 野田 ぷらす薬局 278-0022 野田市山崎１３８５－１
4 野田 やまざき薬局 278-0022 野田市山崎１８５０－１梅郷メディカルプラザ１Ｆ
4 野田 共創未来　野田薬局 278-0022 野田市山崎２７０２－８
4 野田 共創未来　貝塚薬局 278-0023 野田市山崎貝塚町１０－２５
4 野田 薬局くすりの福太郎　野田山崎店 278-0029 野田市山崎新町１－１２
4 野田 もみのき薬局 278-0029 野田市山崎新町２－１０
4 野田 ウエルシア薬局野田七光台店 278-0051 野田市七光台４－２
4 野田 みつばち薬局 278-0052 野田市春日町２５－３２
4 野田 上花輪薬局 278-0033 野田市上花輪６２７
4 野田 アイティオー野田薬局 278-0033 野田市上花輪８６２
4 野田 共創未来　瀬戸薬局 278-0012 野田市瀬戸上灰毛字下側８０－７
4 野田 エル１０１薬局 278-0043 野田市清水４５１－４０
4 野田 さくら薬局関宿店 270-0215 野田市中戸７－３
4 野田 イオン薬局ノア店 278-0031 野田市中根３６－１
4 野田 マキノ薬局　野田店 278-0035 野田市中野台２１２－２
4 野田 薬樹薬局　野田 270-0237 野田市中里１５６４ー５
4 野田 オリーブ薬局野田店 270-0237 野田市中里１５６４－７
4 野田 オヌマ薬局 270-0226 野田市東宝珠花１２６－１TAIRAYA宝珠花店内
4 野田 うめさと薬局 278-0016 野田市二ツ塚１３９－１２１
4 野田 島田薬局 270-0234 野田市日の出町１９－１５
4 野田 クスリのアオキ尾崎薬局 270-0235 野田市尾崎６６－１
4 野田 ポピー薬局川間店 270-0235 野田市尾崎８１５－８柿沼ビル
4 野田 薬局くすりの福太郎　川間店 270-0235 野田市尾崎８４０－６
4 野田 オヌマ薬局木間ケ瀬店 270-0222 野田市木間ケ瀬４０１５
4 野田 ヤックスドラッグ関宿薬局 270-0222 野田市木間ヶ瀬４９３４－１
4 野田 ウエルシア薬局野田関宿店 270-0222 野田市木間ケ瀬６７５－１
4 野田 アイン薬局　野田店 278-0037 野田市野田１２２５－２７
4 野田 オレンジ薬局 278-0037 野田市野田４５－２５
4 野田 スギ薬局　野田下町店 278-0037 野田市野田４９－３０
4 野田 秋田薬局 278-0037 野田市野田７８７
4 野田 あたご駅前薬局 278-0037 野田市野田７８７－３iプラザ１階１
4 野田 スギ薬局　野田愛宕店 278-0037 野田市野田８３６
4 野田 タイキ薬局　宮崎店 270-0037 野田市野田畔ヶ谷８３６－１
4 野田 中村薬局 278-0006 野田市柳沢５５－６
5 印旛 アイン薬局　日本医大北総店 270-1613 印西市鎌苅１７１５
5 印旛 たから薬局　北総店 270-1613 印西市鎌苅２０９２－１
5 印旛 そうごう薬局　印西牧の原店 270-1335 印西市原１－２ビッグホップガーデンモール印西
5 印旛 五十嵐薬局牧の原店 270-1335 印西市原４－３－２
5 印旛 リーフ薬局 270-1348 印西市戸神６０４－１７
5 印旛 ひまわり薬局高花店 270-1342 印西市高花５－５－９
5 印旛 元気薬局ニュータウン支店 270-1356 印西市小倉台４－１２－２
5 印旛 コスモス薬局 270-1313 印西市小林北２－５－１７
5 印旛 カワチ薬局牧の原店 270-1334 印西市西の原１－１－１
5 印旛 あやめ薬局　西の原店 270-1334 印西市西の原３－１２－２
5 印旛 いちのみや薬局　印西店 270-1334 印西市西の原５－１２－１
5 印旛 コストコホールセール千葉ニュータウン倉庫店薬局 270-1360 印西市泉野３－１１８６－４
5 印旛 イヅミ薬局 270-1337 印西市草深１２０３－６
5 印旛 けやき薬局 270-1337 印西市草深１３７－３
5 印旛 ローズ薬局 270-1337 印西市草深２２２０－３２
5 印旛 サンリツ薬局印西店 270-1327 印西市大森２５５０－１１
5 印旛 有限会社ダルマ薬局　印西ダルマ薬局 270-1327 印西市大森３４２０－２
5 印旛 薬局くすりの福太郎　フォレストモール印西牧の原店 270-2329 印西市滝野３－１
5 印旛 中央ダルマ薬局 270-1340 印西市中央南１３９０－１
5 印旛 薬局タカサくすり専科　千葉ニュータウン店 270-1340 印西市中央南１－８千葉ニュータウン中央駅前センタービル１Ｆ
5 印旛 ドラッグセイムスフォルテ千葉ニュータウン薬局 270-1340 印西市中央南２－２－１
5 印旛 薬局くすりの福太郎　千葉ニュータウン店 270-1350 印西市中央北１－１　１Ｆ
5 印旛 フラワー薬局千葉ニュータウン中央店 270-1350 印西市中央北２－１－３サンクタス千葉ニュータウン中央区画B
5 印旛 イオン薬局千葉ニュータウン店 270-1358 印西市中央北３－１－１
5 印旛 アサヒ薬局印西店 270-1347 印西市内野１－５－７
5 印旛 薬局くすりの福太郎　印西内野店 270-1347 印西市内野１－６－１
5 印旛 薬局マツモトキヨシ　印旛日本医大駅前店 270-1613 印西市舞姫１－３－５
5 印旛 ヤックスドラッグ印旛日本医大駅前薬局 270-1608 印西市舞姫１－５－１
5 印旛 みのり薬局 270-1605 印西市平賀３７７６－２
5 印旛 薬局マツモトキヨシ　牧の原モア店 270-1331 印西市牧の原１－３
5 印旛 アイセイ薬局印西牧の原店 270-1339 印西市牧の台１－１－２
5 印旛 アサヒ薬局　竜腹寺店 270-2327 印西市竜腹寺349－5
5 印旛 薬局くすりの福太郎　本埜店 270-2327 印西市竜腹寺３５０
5 印旛 栄町薬局安食駅前店 270-1516 印旛郡栄町安食２－３－９
5 印旛 栄町薬局 270-1516 印旛郡栄町安食２４２１－８５
5 印旛 オリーブ薬局 270-1516 印旛郡栄町安食３６３９－１
5 印旛 ヤックスドラッグ安食薬局 270-1516 印旛郡栄町安食９４７－５
5 印旛 いろは薬局 270-1513 印旛郡栄町酒直４６４－８
5 印旛 薬局くすりの福太郎　酒々井店 285-0927 印旛郡酒々井町酒々井１３２３
5 印旛 いろは薬局酒々井店 285-0905 印旛郡酒々井町上岩橋１１６０－２
5 印旛 セタ薬局 285-0922 印旛郡酒々井町中央台１－９－５
5 印旛 コーセー薬局 酒々井店 285-0922 印旛郡酒々井町中央台２－２－２
5 印旛 酒々井薬局 285-0922 印旛郡酒々井町中央台２－２５－２若葉ビル１Ｆ
5 印旛 友愛薬局　酒々井店 285-0923 印旛郡酒々井町東酒々井１－１－１３１
5 印旛 ひまわり薬局 285-0923 印旛郡酒々井町東酒々井１－１－７３
5 印旛 ヤックスドラッグ酒々井インター薬局 285-0912 印旛郡酒々井町飯積２－８－１０
5 印旛 ユーカリ石井薬局 285-0858 佐倉市ユーカリが丘２－１－１０
5 印旛 ウエルシア薬局ユーカリが丘２号店 285-0858 佐倉市ユーカリが丘３－３－１３
5 印旛 薬局くすりの福太郎　ユーカリが丘店 285-0858 佐倉市ユーカリが丘４－１－１　スカイプラザモール１階
5 印旛 日本調剤　ユーカリ薬局 285-0858 佐倉市ユーカリが丘４－１－１ウエストタワー２階
5 印旛 第一調剤薬局 285-0858 佐倉市ユーカリが丘６－４－７
5 印旛 クスリのアオキ井野薬局 285-0855 佐倉市井野１３８７－２
5 印旛 みつば薬局 285-0855 佐倉市井野１５５３－２
5 印旛 佐倉スマイル薬局 285-0861 佐倉市臼井田５１３－４
5 印旛 小江戸薬局 285-0014 佐倉市栄町２１－１５ファミール佐倉１Ｆ
5 印旛 大洋薬局佐倉店 285-0014 佐倉市栄町２１－１７スワンレイク佐倉１Ｆ
5 印旛 幸田薬局京成佐倉駅前店 285-0014 佐倉市栄町８－５
5 印旛 アイセイ薬局臼井店 285-0837 佐倉市王子台１－２０－１２
5 印旛 イオン薬局臼井店 285-0837 佐倉市王子台1-23

5 印旛 ファインエンドー薬局 285-0837 佐倉市王子台１－２４－２０



保健所コード 管轄保健所 医療機関名 郵便番号 住所
5 印旛 薬局くすりの福太郎　うすい駅前店 285-0837 佐倉市王子台３－１－８うめやビル１階
5 印旛 にこにこ薬局本店 285-0837 佐倉市王子台３－２－９
5 印旛 さくら薬局佐倉王子台店 285-0837 佐倉市王子台３－６－１４
5 印旛 ウエルシア薬局佐倉王子台店 285-0837 佐倉市王子台４－１４－１
5 印旛 株式会社桜井ファーマシーわかくさ薬局 285-0837 佐倉市王子台４－２８－１２Ｔ第一ビル１Ｆ
5 印旛 あやめ薬局下志津店 285-0841 佐倉市下志津２６６－１１
5 印旛 日本調剤　下志津薬局 285-0841 佐倉市下志津５９６－１－１
5 印旛 さくら薬局下志津店 285-0841 佐倉市下志津字大口７８０－２
5 印旛 あやめ薬局　ビオトピア店 285-0857 佐倉市宮ノ台６－４山万ビオトピアプラザ２Ｆ
5 印旛 江原台薬局 285-0825 佐倉市江原台１－２２－６
5 印旛 佐倉メロン薬局 285-0825 佐倉市江原台１－２４－７
5 印旛 あやめ薬局　江原台店 285-0825 佐倉市江原台１－３２－７
5 印旛 ファーコス薬局　ふれあい 285-0807 佐倉市山王１－３９－８
5 印旛 ヤックスドラッグ佐倉山王薬局 285-0807 佐倉市山王１－９－３
5 印旛 たかしん薬局佐倉店 285-0819 佐倉市寺崎北１－６－９
5 印旛 ウエルシア薬局佐倉寺崎店 285-0819 佐倉市寺崎北1-7-3
5 印旛 ヤックスドラッグ佐倉寺崎薬局 285-0819 佐倉市寺崎北２－２－１
5 印旛 ウエルシア薬局　佐倉小竹店 285-0853 佐倉市小竹６６９－１
5 印旛 しらかば薬局 285-0854 佐倉市上座５５９－８２
5 印旛 ウエルシア薬局　ユーカリが丘店 285-0854 佐倉市上座５８８－１９
5 印旛 ウエルシア薬局佐倉志津店 285-0846 佐倉市上志津１６０２－１
5 印旛 アイセイ薬局　志津店 285-0846 佐倉市上志津１６６０
5 印旛 日本調剤　志津薬局 285-0846 佐倉市上志津１６６３－８
5 印旛 大洋薬局志津店 285-0846 佐倉市上志津１６６５－１
5 印旛 みずき薬局上志津店 285-0846 佐倉市上志津１６８７－４
5 印旛 かおる薬局 285-0846 佐倉市上志津１７６６－２０
5 印旛 タカダ薬局志津店 285-0846 佐倉市上志津1785-1
5 印旛 水戸薬局上志津店 285-0846 佐倉市上志津２００６－３
5 印旛 志津の森薬局 285-0844 佐倉市上志津原３４－３
5 印旛 みずき薬局佐倉店 285-0815 佐倉市城３４３－３プチモンドさくら１－Ｄ
5 印旛 みそら薬局　佐倉店 285-0862 佐倉市新臼井田８－６
5 印旛 はつほ薬局 285-0836 佐倉市生谷１６１１－１７
5 印旛 コーセー薬局　臼井店 285-0836 佐倉市生谷字間野１５５４－１７
5 印旛 たから薬局ユーカリが丘店 285-0850 佐倉市西ユーカリが丘４－１－１２
5 印旛 イオン薬局イオンスタイルユーカリが丘 285-0850 佐倉市西ユーカリが丘６－１２－３
5 印旛 あけぼの薬局　ユーカリが丘店 285-0850 佐倉市西ユーカリが丘７－１－２
5 印旛 ウエルシア薬局　佐倉西志津店 285-0845 佐倉市西志津2-22-48
5 印旛 株式会社シフトなのはな薬局西志津店 285-0845 佐倉市西志津３－２－２
5 印旛 あんず薬局 285-0845 佐倉市西志津８－７－２５
5 印旛 ウエルシア薬局佐倉染井野店 285-0831 佐倉市染井野３－３９－１
5 印旛 薬局マツモトキヨシ　ザ・マーケットプレイス佐倉店 285-0831 佐倉市染井野４－７－１
5 印旛 カワチ薬局そめい野店 285-0831 佐倉市染井野４－８－１
5 印旛 日本調剤　そめい野薬局 285-0831 佐倉市染井野５－２９－３
5 印旛 友愛薬局　佐倉店 285-0817 佐倉市大崎台１－１４－１
5 印旛 清宮薬局南口店 285-0817 佐倉市大崎台１－２－９
5 印旛 薬局タカサオアシス佐倉店 285-0817 佐倉市大崎台３－１１－１３
5 印旛 レモン薬局 285-0817 佐倉市大崎台４－３－５
5 印旛 しづな薬局 285-0843 佐倉市中志津３－１６－１４
5 印旛 健栄鏑木薬局 285-0025 佐倉市鏑木町２７２－１
5 印旛 ウエルシア薬局佐倉鏑木店 285-0025 佐倉市鏑木町字仲田４０６－３
5 印旛 さくら薬局佐倉南ユーカリが丘店 285-0859 佐倉市南ユーカリが丘１－１スカイプラザ・ステーションタワー１Ｆ
5 印旛 そら薬局　ユーカリが丘店 285-0859 佐倉市南ユーカリが丘１５－１
5 印旛 ペンギン薬局 285-0045 佐倉市白銀３－３－１
5 印旛 有限会社ファルマシアヤスダ　表町薬局 285-0811 佐倉市表町３－１９－７
5 印旛 まごころ薬局 285-0811 佐倉市表町３－２０－１セレーノ１０１
5 印旛 ウエルシア薬局四街道めいわ店 284-0043 四街道市めいわ３－１－１
5 印旛 すえなが薬局 284-0043 四街道市めいわ４－１０３－１
5 印旛 ウエルシア薬局四街道もねの里店 284-0016 四街道市もねの里2－37－19
5 印旛 ベリータウン薬局 284-0016 四街道市もねの里２－７－１０
5 印旛 ドラッグセイムスもねの里モール薬局 284-0016 四街道市もねの里６－１０－１
5 印旛 アイン薬局四街道栗山店 284-0027 四街道市栗山９０７－９
5 印旛 みずき薬局 284-0022 四街道市山梨７６３－１
5 印旛 コスモ薬局　四街道駅ビル店 284-0005 四街道市四街道１－１JR四街道駅ビル１F
5 印旛 薬局だいきち 284-0005 四街道市四街道１－４－１９プレアデスビル１０２
5 印旛 よつば薬局 284-0005 四街道市四街道１５５０－３５
5 印旛 麻生薬局本店 284-0005 四街道市四街道１－６－１１
5 印旛 ウエルシア薬局四街道津の守店 284-0005 四街道市四街道津の守１５３１－６
5 印旛 京葉薬局 284-0003 四街道市鹿渡１１０９－１
5 印旛 ウエルシア薬局　四街道鹿渡店 284-0003 四街道市鹿渡１１２１－１
5 印旛 くすのき薬局 284-0003 四街道市鹿渡２００２－１０
5 印旛 横田薬局 284-0003 四街道市鹿渡９３３－２４０
5 印旛 マリオン薬局鹿放ケ丘店 284-0008 四街道市鹿放ケ丘４６５
5 印旛 クスリのアオキ四街道千代田薬局 284-0015 四街道市千代田５－３６－１
5 印旛 アイワ薬局　四街道店 284-0001 四街道市大日３１８－２
5 印旛 スワン薬局　四街道店 284-0001 四街道市大日３７２－１
5 印旛 クスリのアオキ四街道大日薬局 284-0001 四街道市大日３８９－３
5 印旛 あけぼの薬局四街道店 284-0001 四街道市大日４２９－２Ｍ２プラザ３階
5 印旛 四街道薬局 284-0001 四街道市大日４３７－２４
5 印旛 大信薬局　四街道店 284-0001 四街道市大日４３７－２４
5 印旛 ウエルシア薬局　四街道大日桜ケ丘店 284-0001 四街道市大日５４－１１
5 印旛 ウエルシア薬局四街道大日店 284-0001 四街道市大日５４３－６
5 印旛 ヤックスドラッグ四街道大日薬局 284-0001 四街道市大日５４６－５
5 印旛 ミネ薬局四街道店 284-0001 四街道市大日字桜丘７９－３
5 印旛 ファルマステップ四街道大日薬局 284-0001 四街道市大日字緑ケ丘４３０－１
5 印旛 サカエ薬局　四街道店 284-0033 四街道市鷹の台４－１１－７
5 印旛 あかね薬局 284-0045 四街道市美しが丘１－１８－９
5 印旛 アイワ薬局　和良比店 284-0044 四街道市和良比１８３－１２
5 印旛 くすのき薬局　南口店 284-0044 四街道市和良比２５４－１２
5 印旛 ヤックス四街道薬局 284-0044 四街道市和良比２６９－５
5 印旛 薬局　ぱせり四街道店 284-0044 四街道市和良比字三才２５３－１０
5 印旛 ヤマグチ薬局　成田店 286-0029 成田市ウイング土屋１４１
5 印旛 そうごう薬局成田土屋店 286-0029 成田市ウイング土屋１６７
5 印旛 イオン薬局イオンスタイル成田 286-0029 成田市ウイング土屋２４
5 印旛 ウエルシア薬局イオンモール成田店 286-0029 成田市ウイング土屋２４イオンモール成田２F
5 印旛 薬局くすりの福太郎　成田はなのき台店 286-0007 成田市はなのき台１－２２－８
5 印旛 株式会社エービン薬局成田ＪＲ西口店 286-0035 成田市囲護台２－１－１
5 印旛 アイワ薬局囲護台店 286-0035 成田市囲護台２－２－１７山倉ビル１階１０１
5 印旛 ファーコス薬局　成田 289-0107 成田市猿山１０２８－５
5 印旛 ヤックスドラッグ下総薬局 289-0107 成田市猿山１３５４
5 印旛 アイワ薬局　成田店 286-0845 成田市押畑８０３
5 印旛 みずき薬局成田店 286-0845 成田市押畑９０３－１
5 印旛 さくら薬局新山店 286-0036 成田市加良部５－５－３－１
5 印旛 薬局マツモトキヨシ　成田東口駅前店 286-0033 成田市花崎町８２８－１１スカイタウン成田１F
5 印旛 そうごう薬局成田東店 287-0225 成田市吉岡１３４２－５８
5 印旛 ヒコーキ薬局 286-0819 成田市久住中央１－３－３
5 印旛 スマイル薬局 286-0037 成田市橋賀台１－１６－３
5 印旛 玉造保険薬局 286-0011 成田市玉造４－３－１４
5 印旛 玉造眞鍋薬局 286-0011 成田市玉造７－２３－２
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5 印旛 神宮寺やよい薬局 286-0011 成田市玉造７－２４－７
5 印旛 どんぐり薬局 286-0018 成田市吾妻３－５２－７
5 印旛 薬局タカサ公津の杜店 286-0048 成田市公津の杜２－１４－３キュアフォレスト１０１
5 印旛 公津の杜やよい薬局 286-0048 成田市公津の杜２－１－５
5 印旛 公津の杜真鍋薬局 286-0041 成田市公津の杜２－１７－１０
5 印旛 とまと薬局 286-0048 成田市公津の杜２－２７－１
5 印旛 薬局タカサ第２公津の杜店 286-0048 成田市公津の杜２－２７－５キュアフォレストⅡ１０１
5 印旛 ウエルストン薬局　公津の杜店 286-0048 成田市公津の杜２－６－３
5 印旛 ウエルシア薬局成田公津の杜店 286-0048 成田市公津の杜３－２６－３
5 印旛 アイワ薬局　公津の杜店 286-0048 成田市公津の杜３－３－１三恵ビル１０１
5 印旛 公津の杜第一薬局 286-0048 成田市公津の杜５－２８－１７
5 印旛 そらいろ薬局 286-0047 成田市江弁須487-35
5 印旛 ヤックスドラッグ三里塚薬局 286-0111 成田市三里塚１７１－１
5 印旛 文化堂薬局 286-0111 成田市三里塚４５
5 印旛 イオン薬局ボンベルタなりた店 286-0017 成田市赤坂２－１－１０
5 印旛 カワチ薬局成田ニュータウン店 286-0017 成田市赤坂３－１－５
5 印旛 中台やよい薬局 286-0015 成田市中台６－１－６
5 印旛 木内薬局東町店 286-0025 成田市東町７７５－１
5 印旛 有限会社　ウエルストン薬局 286-0034 成田市馬橋３－２２
5 印旛 みつわ薬局公津の杜店 286-0041 成田市飯田町１２５－２６
5 印旛 ヤックスドラッグ成田薬局 286-0041 成田市飯田町１２９－３
5 印旛 あやめ薬局飯田町店 286-0041 成田市飯田町１３６－４

5 印旛 さくら薬局成田店 286-0041 成田市飯田町１－９４

5 印旛 みつわ薬局 286-0041 成田市飯田町２－７９
5 印旛 ヤックスドラッグ薬局成田飯田町店 286-0041 成田市飯田町２－９２吉野屋第２ビル
5 印旛 やよい薬局 286-0041 成田市飯田町字内野１－４６
5 印旛 ハロー美郷台薬局 286-0013 成田市美郷台１－１３－１３
5 印旛 サンリツ薬局美郷台店 286-0013 成田市美郷台１－１３－６
5 印旛 とまと薬局美郷台店 286-0013 成田市美郷台１－１５－６
5 印旛 梅澤薬局 286-0013 成田市美郷台３－２－５
5 印旛 文化堂薬局　本三里塚店 286-0118 成田市本三里塚８５－２
5 印旛 薬局マツモトキヨシ　西白井店 270-1433 白井市けやき台１－１－３
5 印旛 ささのは薬局 270-1431 白井市根１２０－４８
5 印旛 アイン薬局　西白井店 270-1431 白井市根１７７８－８
5 印旛 あけぼの薬局西白井店 270-1431 白井市根１９７０－１－１
5 印旛 レモン薬局　白井店 270-1431 白井市根２６８－７
5 印旛 さくら薬局　白井店 270-1431 白井市根479-35
5 印旛 薬樹薬局　白井 270-1431 白井市根４７９ー２１
5 印旛 健栄　さくら台薬局 270-1412 白井市桜台２－５－２
5 印旛 カワチ薬局　白井店 270-1426 白井市笹塚１－１－１
5 印旛 ポラン薬局 270-1426 白井市笹塚２－２－２コスモビル１０１
5 印旛 ウエルシア薬局白井十余一店 270-1411 白井市十余一５０－５
5 印旛 調剤薬局マツモトキヨシ　西白井駅前店 270-1435 白井市清水口１－１－２５西白井駅前セントラルビル１Ｆ
5 印旛 ウエルシア薬局　西白井店 270-1435 白井市清水口1-1-26
5 印旛 なのはな薬局白井店 270-1435 白井市清水口３－２７－２
5 印旛 ヤックスドラッグ白井薬局 270-1408 白井市西白井１－１９－２６
5 印旛 健栄　しろい薬局 270-1423 白井市南山２－２－２
5 印旛 薬局マツモトキヨシ白井店 270-1432 白井市富士１０２－１
5 印旛 ウエルシア薬局白井冨士店 270-1432 白井市冨士１２０－３
5 印旛 アイセイ薬局白井店 270-1432 白井市冨士１２９－２８
5 印旛 白井薬局 270-1422 白井市復１５８９－２
5 印旛 岡澤薬局　白井駅前店 270-1424 白井市堀込１－１－２７
5 印旛 薬局くすりの福太郎　白井駅前店 270-1424 白井市堀込１－２－７白井Ｆビル１Ｆ
5 印旛 よしくら薬局 289-1133 八街市吉倉６３１－７
5 印旛 コーセー薬局八街店 289-1114 八街市東吉田５６５－４
5 印旛 有限会社エース薬局 289-1143 八街市八街い２１１－３
5 印旛 サンメディカル八街薬局 289-1103 八街市八街に７６－２
5 印旛 あやめ薬局八街店 289-1103 八街市八街に８６
5 印旛 梅澤薬局 289-1107 八街市八街は２０－７
5 印旛 八街総合薬局 289-1115 八街市八街ほ１３７－１０２
5 印旛 ファミリー薬局 289-1115 八街市八街ほ２１５－１３８
5 印旛 未来薬局 289-1115 八街市八街ほ２２７－１７
5 印旛 フレアール薬局八街 289-1115 八街市八街ほ２２８－１
5 印旛 大信薬局八街店 289-1115 八街市八街ほ２３４－２３
5 印旛 須藤薬局 289-1115 八街市八街ほ２３８－４３
5 印旛 丸本薬局 289-1115 八街市八街ほ２４４
5 印旛 きく薬局 289-1115 八街市八街ほ２４４－１２
5 印旛 たつみ薬局 289-1115 八街市八街ほ３１７－１２
5 印旛 若名薬局 289-1115 八街市八街ほ３７７
5 印旛 大洋薬局八街店 289-1115 八街市八街ほ３８５－５９
5 印旛 やちまた調剤薬局 289-1115 八街市八街ほ５９５－４
5 印旛 さくら薬局八街店 289-1115 八街市八街ほ８２３－６
5 印旛 ヤックスドラッグ八街中央薬局 289-1115 八街市八街ほ８４４－１
5 印旛 グリーン薬局 289-1144 八街市八街ロ１７３－３
5 印旛 クオール薬局八街２号店 289-1104 八街市文違３０１－２７１４
5 印旛 ヤックスドラッグ八街東薬局 289-1104 八街市文違３０１－３８３６
5 印旛 アロー薬局八街店 289-1104 八街市文違３０１－３９８９
5 印旛 ベル薬局 289-1104 八街市文違３０１－４４９０
5 印旛 クスリのアオキ　八街文違薬局 289-1104 八街市文違３０１－４７７９
5 印旛 クオール薬局八街店 289-1104 八街市文違３０１－９１５
5 印旛 ホクソウ薬局 286-0211 富里市御料７１７－３
5 印旛 アイン薬局　富里店 286-0211 富里市御料字葉山９２３－１９
5 印旛 フジキ薬局南七栄店 286-0221 富里市七栄１８３－１３
5 印旛 ヤックスドラッグ富里インター薬局 286-0221 富里市七栄５７５－２６４
5 印旛 大洋薬局　七栄店 286-0221 富里市七栄５９１－３
5 印旛 クスリのアオキ七栄薬局 286-0221 富里市七栄６４６－１３８
5 印旛 ヤックスドラッグ富里薬局 286-0221 富里市七栄６４６－７８
5 印旛 アイワ薬局　富里七栄店 286-0221 富里市七栄６５３－９３
5 印旛 七里薬局 286-0221 富里市七栄６７７
5 印旛 フジキ薬局富里店 286-0221 富里市七栄字６４９－５５
5 印旛 ヘルシー保険薬局 286-0202 富里市日吉倉５７２－４
5 印旛 株式会社木佐木　ひかり薬局 286-0201 富里市日吉台１－１０－１
5 印旛 有限会社エース薬局　日吉台薬局 286-0201 富里市日吉台１－６－７
5 印旛 薬局マツモトキヨシ　成田日吉台店 286-0201 富里市日吉台２－１
5 印旛 アルト薬局 286-0201 富里市日吉台２－４－３成田コリンズ１０２
5 印旛 有限会社木内薬局　日吉台店 286-0201 富里市日吉台２－９１－１４
5 印旛 株式会社ヘルシーボックス 286-0201 富里市日吉台２－９－５
5 印旛 鈴木薬局 286-0215 富里市立沢新田８２－８
6 香取 きらら薬局 289-0313 香取市小見川８０８－１
6 香取 ヤックスドラッグ薬局　神崎店 289-0221 香取郡神崎町神崎本宿６６６
6 香取 石井薬局 289-2306 香取郡多古町十余三２８８－９
6 香取 一心堂薬局 289-2241 香取郡多古町多古１０３８－１
6 香取 サワタ薬品 289-2241 香取郡多古町多古２６１０
6 香取 多古中央薬局 289-2241 香取郡多古町多古４３７－１
6 香取 ファーコス薬局　あじさい 289-2241 香取郡多古町多古字九蔵４９０－５
6 香取 ヤックスドラッグ東庄薬局 289-0601 香取郡東庄町笹川い５２４０－１２
6 香取 平山薬局 289-0601 香取郡東庄町笹川い６５７
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6 香取 ウエルシア薬局東庄新宿店 289-0611 香取郡東庄町新宿１２１０－１
6 香取 サンメディカルさわら玉造薬局 287-0041 香取市玉造２－１－３
6 香取 ツカモト薬局本店 287-0003 香取市佐原イ１３４
6 香取 佐原中央薬局東店 287-0003 香取市佐原イ２３１４
6 香取 あすなろ薬局香取店 287-0003 香取市佐原イ２３８９－１
6 香取 アイリス薬局　佐原店 287-0003 香取市佐原イ－２３９８－１
6 香取 有限会社　今泉薬局 287-0003 香取市佐原イ２５８８－２
6 香取 ak 薬局　香取店 287-0003 香取市佐原イ２９０７－３
6 香取 クスリのアオキ佐原薬局 287-0003 香取市佐原イ３０５５
6 香取 サクマ薬局 287-0003 香取市佐原イ３３９３－１
6 香取 サン薬局 287-0003 香取市佐原イ３８３８
6 香取 ヤックスドラッグ薬局佐原店 287-0003 香取市佐原イ４１９６－１
6 香取 ウエルシア薬局香取佐原店 287-0003 香取市佐原イ４２００－７
6 香取 ツチヤ薬局新宿店 287-0003 香取市佐原イ４５７
6 香取 有限会社イシバシ薬局 287-0003 香取市佐原イ５１５
6 香取 オガワ薬局 287-0003 香取市佐原イ６１２
6 香取 健栄　さわら薬局 287-0003 香取市佐原イ７６５－１
6 香取 クスリのアオキ　佐原北薬局 287-0001 香取市佐原ロ２１１７－４
6 香取 ウエルシア薬局香取小見川２号店 289-0313 香取市小見川２２４３－１
6 香取 株式会社　三宅回生堂 289-0313 香取市小見川２９１
6 香取 ヤックスドラッグ小見川薬局 289-0313 香取市小見川６９５－１
6 香取 すがや薬局 289-0313 香取市小見川７６５－１
6 香取 イシダ薬局ウィル店 289-0313 香取市小見川９４２－１ショッピングプラザウィル
6 香取 毎日薬局香取谷中店 287-0061 香取市谷中９５４
6 香取 いろは薬局香取店 289-0414 香取市長岡１３０４－３６
6 香取 かとり薬局 287-0011 香取市津宮字沼口１２９３－２
6 香取 あすなろ薬局 289-0332 香取市南原地新田４２６－２
6 香取 さくら薬局小見川店 289-0332 香取市南原地新田４２６－５
6 香取 博進堂薬局 289-0411 香取市府馬３００４
6 香取 フジキ薬局アピオ店 289-0305 香取市分郷３４－２
6 香取 さくら薬局　香取北店 287-0002 香取市北１－１０－５
6 香取 サクマ薬局　北口店 287-0002 香取市北３－１３－１９
6 香取 有限会社パルム　パルム薬局佐原店 287-0002 香取市北３－５－５
6 香取 あやめ薬局 287-0002 香取市北３－７－１２豊島ビル１Ｆ
6 香取 げんき調剤薬局 287-0002 香取市北３丁目７－１１
6 香取 さくら薬局　香取牧野店 287-0033 香取市牧野２０６７
6 香取 ウエルシア薬局　香取牧野店 287-0033 香取市牧野６０－１
7 海匝 あさひ薬局 289-2511 旭市イ１４７０
7 海匝 とまと薬局　旭店 289-2511 旭市イ１６３８－４
7 海匝 調剤薬局マツモトキヨシ　旭店 289-2511 旭市イ１６４３－１
7 海匝 たかしん薬局サンモール店 289-2511 旭市イ２６７６－１
7 海匝 たかしん薬局　サンモール店 289-2511 旭市イ２６７６－１
7 海匝 そうごう薬局旭店 289-2511 旭市イ３５８３－１
7 海匝 イオン薬局旭中央店 289-2511 旭市イ－４３３７－１
7 海匝 毎日薬局旭店 289-2511 旭市イ４６４０
7 海匝 日本調剤　旭病院前薬局 289-2511 旭市イの１４１９－１
7 海匝 日本調剤　旭薬局 289-2511 旭市イの１４６９
7 海匝 ヤックスドラッグ旭薬局中央病院前店 289-2511 旭市イ字京六沼１４１３－１
7 海匝 たかしん薬局 289-2504 旭市ニ１８－２
7 海匝 すみれ薬局　旭店 289-2504 旭市ニ２７７３－１
7 海匝 へいわどう薬局旭店 289-2516 旭市ロ　４０２－２
7 海匝 クスリのアオキ旭中央薬局 289-2516 旭市ロ１３７－３
7 海匝 大木薬局中央店 289-2516 旭市ロ－１４３４－３

7 海匝 毎日薬局旭田町店 289-2516 旭市ロ１５３６－１１

7 海匝 ヤックスドラッグ旭中央薬局 289-2516 旭市ロ谷近３０４－１
7 海匝 ヤックスドラッグ飯岡薬局 289-2712 旭市横根字瀬戸３５０２－１
7 海匝 春日堂薬局　海上店 289-2613 旭市後草２２６２－１
7 海匝 毎日薬局海上店 289-2613 旭市後草３２８６－１
7 海匝 旭スマイル薬局 289-2714 旭市三川６５５８－１
7 海匝 毎日薬局干潟店 289-0518 旭市秋田１７４８
7 海匝 マモル薬局 289-2501 旭市新町３３３－５
7 海匝 鈴木薬局 289-2501 旭市新町８６８－２
7 海匝 薬局マツモトキヨシ　千葉旭店 289-2504 旭市二１６９
7 海匝 カワチ薬局　旭店 289-2504 旭市二の５３８４－１
7 海匝 ヤックスケアタウン旭入野薬局 289-0515 旭市入野７０３－１
7 海匝 佐瀬太洋堂薬局 289-2705 旭市飯岡２３０２－２
7 海匝 アイティオー干潟薬局 289-0505 旭市萬歳２６５８－１
7 海匝 ヤックスドラッグ旭萬力薬局 289-0517 旭市萬力２９１７－１４
7 海匝 斉藤薬局 289-3184 匝瑳市栢田牛内７９６６－１
7 海匝 たかしん薬局　匝瑳店 289-2135 匝瑳市高野３３９－５
7 海匝 ヤックスドラッグ野栄薬局 289-3182 匝瑳市今泉６５６０－１
7 海匝 若潮薬局 289-2145 匝瑳市若潮町８－８
7 海匝 大洋薬局八日市場店 289-2102 匝瑳市椿１２６８－１７３
7 海匝 八日市場中央薬局 289-2144 匝瑳市八日市場イ１４６６－１
7 海匝 灰吹屋薬局国道店 289-2144 匝瑳市八日市場イ４１３－２
7 海匝 平和堂薬局八日市場店 289-2144 匝瑳市八日市場イ６２－１
7 海匝 ウエルシア薬局匝瑳八日市場店 289-2144 匝瑳市八日市場イ７０１－１
7 海匝 毎日薬局　東店 289-2141 匝瑳市八日市場ハ７９１－１１
7 海匝 ファ－マシ－薬生堂 289-2141 匝瑳市八日市場ハ９６２－５
7 海匝 大洋薬局匝瑳店 289-2146 匝瑳市八日市場ホ３２８０－１
7 海匝 ヤックスドラッグ八日市場薬局 289-2146 匝瑳市八日市場ホ９２－１
7 海匝 毎日薬局　飯倉店 289-2147 匝瑳市飯倉３－２
7 海匝 株式会社　くすもと薬局 288-0014 銚子市外川町１－１０６６９
7 海匝 ウエルシア薬局　銚子笠上町店 288-0004 銚子市笠上町６８７０－１
7 海匝 調剤薬局マツモトキヨシ　黒生店 288-0003 銚子市黒生町７１３１－１４
7 海匝 セキカラコ薬局三軒町店 288-0045 銚子市三軒町１６－６
7 海匝 薬樹薬局　三崎町 288-0815 銚子市三崎町２ー２６０９ー１
7 海匝 イオン薬局銚子店 288-0815 銚子市三崎町２－２６６０－１
7 海匝 春日堂薬局 288-0814 銚子市春日町１２４４
7 海匝 つばき薬局 288-0021 銚子市小畑新町７５１２
7 海匝 宮内薬局イチイ店 288-0836 銚子市松岸町４－８０８
7 海匝 ファミリー薬局 288-0056 銚子市新生町２－４－１０
7 海匝 第一薬局 288-0056 銚子市新生町２－８－５
7 海匝 セキカラコ薬局和田町店 288-0063 銚子市清水町１４４２－１９
7 海匝 マリンファーマシー 288-0817 銚子市清川町４－１０３５
7 海匝 フタバ薬局本店 288-0044 銚子市西芝町１１－５
7 海匝 有限会社　セキ駅前薬局 288-0044 銚子市西芝町１３－１４
7 海匝 フタバ薬局　駅前店 288-0044 銚子市西芝町１３－６
7 海匝 駅前調剤薬局 288-0044 銚子市西芝町４－５吉原ビル
7 海匝 春日堂薬局　前宿店 288-0031 銚子市前宿町６２６－１
7 海匝 ユアサ薬局 288-0031 銚子市前宿町８５２
7 海匝 有限会社せきね薬局 288-0048 銚子市双葉町６－８
7 海匝 春日堂薬局　みなみ店 288-0038 銚子市銚子市南町１２－３
7 海匝 春日堂薬局　唐子店 288-0801 銚子市唐子町８－２６
7 海匝 オカダ薬局 288-0053 銚子市東町１４－１
7 海匝 銚子中央薬局 288-0053 銚子市東町１５－８
7 海匝 平和堂薬局銚子店 288-0053 銚子市東町６丁目１１
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7 海匝 ヤックスドラッグ銚子南小川薬局 288-0033 銚子市南小川町５６５
7 海匝 株式会社　マルイヤ薬局 288-0054 銚子市馬場町４－１
7 海匝 エビス薬局 288-0052 銚子市浜町１１－７
7 海匝 ひまわり薬局 288-0874 銚子市豊里台１－１０４４－２０
7 海匝 セキカラコ薬局 288-0831 銚子市本城町３－５７－３３
7 海匝 ヤックスドラッグ銚子明神町薬局 288-0002 銚子市明神町２－２６５
7 海匝 滑藤薬局 288-0863 銚子市野尻町２７
7 海匝 滑藤薬局 288-0863 銚子市野尻町２７
8 山武 ヤックスドラッグ横芝光薬局 289-1732 山武郡横芝光町横芝２１４８－１
8 山武 みつわ薬局　横芝店 289-1732 山武郡横芝光町横芝４２５－１６真砂ハイツ１０８
8 山武 毎日薬局横芝本町店 289-1732 山武郡横芝光町横芝７２４
8 山武 中村薬局 289-1732 山武郡横芝光町横芝７３５
8 山武 平和堂薬局光店 289-1727 山武郡横芝光町宮川１１９４９－５
8 山武 毎日薬局東陽店 289-1727 山武郡横芝光町宮川１２０９９－４
8 山武 ひかり薬局 289-1727 山武郡横芝光町宮川１２０９９－５
8 山武 コーセー薬局真亀店 283-0114 山武郡九十九里町真亀４３３０－７
8 山武 渡辺薬局 283-0104 山武郡九十九里町片貝１７２６－５
8 山武 株式会社　片貝薬局 283-0104 山武郡九十九里町片貝3489
8 山武 はあと薬局 283-0104 山武郡九十九里町片貝３５６５
8 山武 サンドラッグ九十九里薬局 283-0104 山武郡九十九里町片貝３９１－２
8 山武 鈴木薬局 283-0104 山武郡九十九里町片貝６９０３－１
8 山武 ウエルシア薬局成田三里塚店 289-1608 山武郡芝山町岩山２２６４－８
8 山武 ヤックスドラッグ芝山薬局 289-1624 山武郡芝山町小池８７３－１
8 山武 サンメディカルひなた薬局 289-1625 山武郡芝山町新井田４８－６
8 山武 アイティオー松尾薬局 289-1513 山武市松尾町猿尾３１５
8 山武 ゆり薬局大平店 289-1537 山武市松尾町借毛本郷３９６７
8 山武 平和堂薬局松尾店 289-1527 山武市松尾町大堤１３４－３
8 山武 ひまわり薬局 289-1223 山武市埴谷１２３２
8 山武 コーセー薬局　睦岡店 289-1223 山武市埴谷８００－２
8 山武 ヤックスドラッグ成東東薬局 289-1326 山武市成東１６０－３
8 山武 サンリツ薬局成東店 289-1326 山武市成東１６４－２
8 山武 共創未来　成東薬局 289-1326 山武市成東１６５－１
8 山武 すみれ薬局　成東店 289-1326 山武市成東７４４－１
8 山武 株式会社新盛堂薬局 289-1326 山武市成東９５－１
8 山武 ウエルシア薬局山武成東店 289-1326 山武市成東字北上宿下４９１－２
8 山武 並木薬局東町店 289-1345 山武市津辺１３２
8 山武 有限会社キシモト薬局 289-1345 山武市津辺２２５－１
8 山武 あおぞら薬局　姫島店 289-1327 山武市姫島２６７－９
8 山武 はづき薬局 289-1323 山武市富口５３７－６
8 山武 みつわ薬局　成東店 289-1321 山武市富田ト７１８－１
8 山武 ササハラ薬局 289-1212 山武市木原２１７－１２
8 山武 みつわ薬局　蓮沼店 289-1801 山武市蓮沼イ１３７２－３
8 山武 毎日薬局蓮沼店 289-1801 山武市蓮沼イ２２４３－３
8 山武 オリエンタルファーマシー 289-1805 山武市蓮沼ニ２０６８－１
8 山武 ヤックスドラッグ蓮沼薬局 289-1802 山武市蓮沼ロ２７８５－６
8 山武 マリオン薬局　大網店 299-3234 大網白里市みずほ台１－２－１５
8 山武 株式会社シフト　つつじ薬局大網店 299-3234 大網白里市みずほ台１－２９－１１
8 山武 明倫堂薬局 299-3255 大網白里市みどりが丘３－１０－５
8 山武 アップル薬局大網店 299-3255 大網白里市みどりが丘３－９－１９
8 山武 イオン薬局大網白里店 299-3236 大網白里市みやこ野1-1-2
8 山武 セガミ薬局大網店 299-3236 大網白里市みやこ野１－２－１大網三枝ビル１階
8 山武 すみれ薬局　駒込店 299-3236 大網白里市みやこ野２－１－７
8 山武 ヤックスケアタウン大網増穂薬局 299-3264 大網白里市柿餅字前野３４
8 山武 コーセー薬局季美の森店 299-3241 大網白里市季美の森南１－３０－６
8 山武 株式会社アスティック　季美の森薬局 299-3241 大網白里市季美の森南３－３－２５
8 山武 すみれ薬局　大網店 299-3235 大網白里市駒込１４８３－１
8 山武 みずほ薬局 299-3235 大網白里市駒込１６６１－３
8 山武 ヤックスドラッグ大網薬局 299-3235 大網白里市駒込２０６－１
8 山武 ウエルシア薬局大網白里店 299-3235 大網白里市駒込４１５－１
8 山武 すみれ薬局　大網駅前店 299-3235 大網白里市駒込４４８－１
8 山武 桃太郎薬局　白里店 299-3203 大網白里市四天木乙２８２７－２１
8 山武 マリン薬局 299-3251 大網白里市大網６５６－３
8 山武 米澤薬局 299-3202 大網白里市南今泉４６０７
8 山武 なの花薬局 299-3202 大網白里市南今泉７５－５
8 山武 さくら薬局大網白里店 299-3221 大網白里市富田８８３－１
8 山武 さくらんぼ薬局増穂店 299-3218 大網白里市北飯塚３４５－２
8 山武 ウエルシア薬局東金押堀店 283-0065 東金市押堀３３
8 山武 ファーコス薬局　まきのき 283-0062 東金市家徳１２４－５
8 山武 さんわ薬局 283-0062 東金市家徳３４－４
8 山武 あさひ薬局 283-0062 東金市家徳３７－１０
8 山武 ウザワ薬局 283-0062 東金市家徳６６４
8 山武 さんわ薬局 283-0062 東金市家徳字中南１２５－２５
8 山武 アイン薬局　東千葉店 283-0826 東金市丘山台３－６－２
8 山武 有限会社つばきの森薬局　すばる薬局 283-0002 東金市求名７７－１
8 山武 すみれ薬局　季美の森店 283-0823 東金市山田６６９－５０
8 山武 みどり調剤薬局 283-0811 東金市台方２０５８ー３
8 山武 ヤックスドラッグ東金新町薬局 283-0005 東金市田間１３－９
8 山武 吉野屋薬局 283-0005 東金市田間２０４５
8 山武 アップル薬局　東金店 283-0005 東金市田間２－２２－８
8 山武 薬局漢方閣 283-0068 東金市東岩崎２－２６－１５メイプル５－１０２号
8 山武 東口岸本薬局 283-0068 東金市東岩崎８－１０
8 山武 東光堂薬局 283-0802 東金市東金１２４０
8 山武 あおぞら薬局　東金店 283-0802 東金市東金字岩崎下５８２－６４
8 山武 松屋薬局 283-0067 東金市東上宿１６－１４
8 山武 薬局マツモトキヨシ　東金東上宿店 283-0067 東金市東上宿６－８１
8 山武 ファーコス薬局　東金 283-0066 東金市南上宿１－１－１４
8 山武 さくら薬局東金南上宿店 283-0066 東金市南上宿４１－１５
8 山武 すみれ薬局　東金店 283-0066 東金市南上宿５－３４－４
8 山武 小野薬局 283-0803 東金市日吉台４－３－２
8 山武 ファーコス薬局　こぐま 283-0063 東金市堀上字下大割１４５３
9 長生 ベル薬局　一宮海岸 299-4301 長生郡一宮町一宮１０８８４－９
9 長生 ヤックスドラッグ一宮薬局 299-4301 長生郡一宮町一宮２４４５－１
9 長生 大洋薬局一宮店 299-4301 長生郡一宮町一宮２５５３－３－２
9 長生 ミキ薬局千葉一宮店 299-4301 長生郡一宮町一宮３１０５
9 長生 ニシオ薬局 299-4301 長生郡一宮町一宮９４０１
9 長生 しらい薬局一松店 299-4327 長生郡長生村一松１２８１－１
9 長生 ひまわり薬局八積店 299-4332 長生郡長生村金田２５９１－１８
9 長生 オレンジ薬局 299-4333 長生郡長生村七井土１６７８－２
9 長生 ヤックスドラッグ長生薬局 299-4333 長生郡長生村七井土１８９８－４
9 長生 タカダ薬局　あまが台店 299-4345 長生郡長生村本郷７２９６
9 長生 ヤックスドラッグ　長南薬局 297-0115 長生郡長南町千田２６４
9 長生 みずほ薬局長南店 297-0121 長生郡長南町長南２２５０－１
9 長生 いせや星野薬局 297-0121 長生郡長南町長南２５７４
9 長生 すぎもと薬局 297-0112 長生郡長南町米満字宿５－２
9 長生 薬局スミレ長柄店 297-0203 長生郡長柄町国府里５３９
9 長生 有限会社ジェニックス　ミサト薬局 297-0233 長生郡長柄町六地蔵２１１－７
9 長生 有限会社ナガシマ薬局 299-4212 長生郡白子町古所３４１６
9 長生 しらい薬局　白子店 299-4205 長生郡白子町南日当２５１５－１
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9 長生 ひまわり薬局睦沢店 299-4403 長生郡睦沢町上市場１５０４－１
9 長生 ヤックスドラッグ睦沢薬局 299-4413 長生郡睦沢町上之郷２０３５
9 長生 調剤薬局ツルハドラッグ早野店 297-0055 茂原市綱島８８５－１
9 長生 さくら薬局茂原店 297-0029 茂原市高師１０１２
9 長生 マル薬局 297-0029 茂原市高師１－６
9 長生 たかしん薬局アスモ店 297-0029 茂原市高師１７３５
9 長生 長生薬局高師店 297-0029 茂原市高師１８９－７
9 長生 大洋薬局　新茂原店 297-0029 茂原市高師２２０８－４
9 長生 日の出薬局 297-0029 茂原市高師８８８
9 長生 ひまわり薬局高師店 297-0078 茂原市高師台２－６－１
9 長生 大洋薬局高師店 297-0021 茂原市高師町１－３－４古山ビル１Ｂ
9 長生 ヤックスドラッグ茂原高師薬局 297-0021 茂原市高師町２－１３－２
9 長生 ＫＭ薬局 297-0021 茂原市高師町２－８
9 長生 薬局メディクス 297-0029 茂原市高師富士見台２１６７－１
9 長生 ヤックスドラッグ茂原小林薬局 297-0074 茂原市小林１６３３
9 長生 白井薬局新茂原店 297-0074 茂原市小林２６３６－２
9 長生 あうん薬局 297-0052 茂原市上茂原２５０－４３
9 長生 株式会社薫風薬局 297-0052 茂原市上茂原３８８－１３
9 長生 ヤックスドラッグ上茂原薬局 297-0052 茂原市上茂原３８８－４
9 長生 みずほ薬局 297-0023 茂原市千代田町１－９－１
9 長生 ＫＭ薬局駅前店 297-0023 茂原市千代田町２－６－１安田生命ビル１Ｆ
9 長生 タカダ薬局　千町店 297-0002 茂原市千町１８７０－１
9 長生 ヤックスドラッグ茂原早野薬局 297-0037 茂原市早野１０４６－１
9 長生 有限会社深谷薬局 297-0037 茂原市早野２４６０
9 長生 ベル薬局　茂原 297-0037 茂原市早野４６３－１
9 長生 マルモ薬局 297-0037 茂原市早野４９２－２
9 長生 共創未来　茂原薬局 297-0033 茂原市大芝５９９－１
9 長生 市原薬局大芝店 297-0033 茂原市大芝８３４－１
9 長生 ヤックスドラッグ茂原谷本薬局 297-0011 茂原市谷本１８１０－１
9 長生 明生堂薬局 297-0057 茂原市中善寺８６８－２
9 長生 市原薬局　町保店 297-0022 茂原市町保３－３６
9 長生 クオール薬局茂原店 297-0022 茂原市町保４２番地
9 長生 市原薬局　駅前店 297-0022 茂原市町保７
9 長生 クオール薬局茂原駅前店 297-0022 茂原市町保字道祖神前３－２７３
9 長生 大洋薬局茂原店 297-0073 茂原市長尾字若宮２５９１
9 長生 クスリのアオキ東郷薬局 297-0017 茂原市東郷１６１７
9 長生 市原薬局富士見店 297-0017 茂原市東郷１６９０－９
9 長生 あさひ薬局 297-0017 茂原市東郷２０００
9 長生 クオール薬局　東部台店 297-0015 茂原市東部台２－２１－２１
9 長生 市原薬局東部台店 297-0015 茂原市東部台３－２６－１
9 長生 茂原セントラル薬局 297-0028 茂原市道表２－１
9 長生 市原薬局萩原店 297-0018 茂原市萩原町３－８４
9 長生 すずらん薬局茂原店 297-0024 茂原市八千代１－４－３
9 長生 調剤薬局ツルハドラッグ本納店 299-4113 茂原市法目２４２０－１
9 長生 白井薬局本納店 299-4113 茂原市法目７６７－３
9 長生 有限会社長生薬局 299-4114 茂原市本納１７７１
9 長生 たちばな薬局 299-4114 茂原市本納１８８８－３
9 長生 本納薬局 299-4114 茂原市本納２７８２
9 長生 山本薬局 299-4114 茂原市本納２８５１
9 長生 友愛薬局　茂原店 297-0026 茂原市茂原１４７
9 長生 マリン調剤薬局 297-0026 茂原市茂原６４５－８
9 長生 のぐち薬局 297-0016 茂原市木崎３２１－４
9 長生 和代薬局 297-0065 茂原市緑ケ丘４－２－５
9 長生 まきの木薬局 297-0012 茂原市六ッ野１８３８
9 長生 株式会社アステック　あまが台薬局 297-0012 茂原市六ツ野２５９６－２
9 長生 ウエルシア薬局茂原ライフガーデン店 297-0012 茂原市六ツ野２７８５－１
9 長生 調剤薬局ツルハドラッグ茂原店 297-0012 茂原市六ツ野３８７０
10 夷隅 あやめ薬局国吉店 298-0123 いすみ市苅谷１２６０－１
10 夷隅 タカダ薬局　いすみ店 298-0123 いすみ市苅谷１２６１－１
10 夷隅 日本調剤　国吉薬局 298-0123 いすみ市苅谷１２６５－３
10 夷隅 有限会社エビスヤ　エビスヤ薬局浪花店 298-0012 いすみ市小沢２６３６
10 夷隅 有限会社仲佐屋薬局 298-0004 いすみ市大原７９５１
10 夷隅 エビスヤ薬局　大原本店 298-0004 いすみ市大原８６２７
10 夷隅 有限会社備前屋薬局 298-0004 いすみ市大原８７６１－１
10 夷隅 ヤックスドラッグ大原初芝薬局 298-0004 いすみ市大原９０７６
10 夷隅 みなみ薬局大原台店 298-0014 いすみ市大原台４０４－６
10 夷隅 つばき薬局 298-0002 いすみ市日在１９４７－１１
10 夷隅 かしの木薬局 299-4612 いすみ市岬町江場土１７２９
10 夷隅 有限会社　石野薬局若葉店 299-4616 いすみ市岬町長者１８２－５
10 夷隅 ヤマトヤファーマシー 299-4616 いすみ市岬町長者４８６
10 夷隅 有限会社　石野薬局 299-4616 いすみ市岬町長者６５
10 夷隅 エビスヤ薬局 299-4501 いすみ市岬町椎木１８４６
10 夷隅 薬局ヤマトヤファーマシー太東店 299-4501 いすみ市岬町椎木４６８－２
10 夷隅 かしの木薬局和泉店 299-4503 いすみ市岬町和泉１８８４
10 夷隅 ヤックスドラッグ夷隅薬局 298-0124 いすみ市弥正４８９－１
10 夷隅 補生堂薬局 299-5102 夷隅郡御宿町久保２２２１－４
10 夷隅 きらら薬局 298-0207 夷隅郡大多喜町泉水６５１
10 夷隅 ヤックスドラッグ大多喜薬局 298-0204 夷隅郡大多喜町船子８５５
10 夷隅 ウエルシア薬局大多喜船子店 298-0204 夷隅郡大多喜町船子８６５－１
10 夷隅 スミレ薬局勝浦店 299-5235 勝浦市出水１２２４－１
10 夷隅 フジヒラ薬局駅前店 299-5225 勝浦市墨名２６２－１
10 夷隅 フジヒラ薬局若潮店 299-5225 勝浦市墨名４８５－１２３
10 夷隅 きくや薬局 299-5225 勝浦市墨名７９１
11 安房 キョウアイ薬局勝山店 299-2117 安房郡鋸南町勝山３５９－４
11 安房 みなみ薬局勝山店 299-2117 安房郡鋸南町勝山３６６－２
11 安房 ほた薬局 299-1902 安房郡鋸南町保田２２３
11 安房 はしがみ薬局 299-1902 安房郡鋸南町保田２８－２
11 安房 みなみ薬局鴨川店 296-0001 鴨川市横渚８７０－４
11 安房 フジヒラ薬局鴨川店 296-0001 鴨川市横渚９７０－１
11 安房 ヤックスドラッグ鴨川薬局 296-0001 鴨川市横渚字鎌田１０５
11 安房 なのはな薬局 296-0004 鴨川市貝渚５４－１
11 安房 ヤックスドラッグ鴨川長狭薬局 296-0112 鴨川市宮山１７０７
11 安房 ウエルシア薬局　鴨川広場店 296-0044 鴨川市広場１０００－１
11 安房 鴨川鈴薬局 296-0044 鴨川市広場１３３４－９
11 安房 斉藤薬局 299-2862 鴨川市太海２００９－１
11 安房 スミレ薬局　長狭店 296-0121 鴨川市大川面字西ノ原１０９１－１
11 安房 アマツ調剤薬局 299-5503 鴨川市天津１１４３－４
11 安房 ウエルシア薬局館山安東店 294-0005 館山市安東２２－１
11 安房 スミレ薬局九重店 294-0006 館山市薗１７０－７
11 安房 ヤックスドラッグ城山薬局 294-0036 館山市館山８３３－１
11 安房 サエラ薬局　館野店 294-0014 館山市山本１１９２－１
11 安房 ひまわり薬局 294-0034 館山市沼１６１２
11 安房 有限会社千葉メディカル　かしわざき薬局 294-0034 館山市沼１６３０
11 安房 ひまわり薬局城山店 294-0038 館山市上真倉２２３９－１
11 安房 くるみ薬局 294-0038 館山市上真倉３４２－２
11 安房 サエラ薬局　館山店 294-0051 館山市正木４３０４－９
11 安房 すみれ薬局　館山店 294-0051 館山市正木７９５－１
11 安房 里見薬局 294-0056 館山市船形４９３
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11 安房 ヤックスドラッグ館山薬局 294-0037 館山市長須賀４５１－３
11 安房 イオン薬局館山店 294-0047 館山市八幡５４５－１
11 安房 ウエルシア薬局　館山八幡店 294-0047 館山市八幡６０８－１
11 安房 ほうじょう薬局 294-0045 館山市北条１３５５－７
11 安房 みなみ薬局 294-0045 館山市北条１６２５－４８
11 安房 アークス薬局 294-0045 館山市北条１７０８
11 安房 富沢薬局 294-0045 館山市北条１８２１
11 安房 館山調剤薬局 294-0045 館山市北条１８６６－７
11 安房 みなみ薬局　つるがや店 294-0045 館山市北条１８９７－５
11 安房 たてやま薬局駅前店 294-0045 館山市北条２１８１－４
11 安房 スミレ薬局 294-0045 館山市北条２１９８－１１
11 安房 クオール薬局館山店 294-0045 館山市北条２４１６－１７
11 安房 アークス薬局　西口店 294-0045 館山市北条２８２５
11 安房 フルシア薬局　北条店 294-0045 館山市北条５２０－３
11 安房 安房薬局 294-0045 館山市北条５３９
11 安房 有限会社　ＨＹＧＧＥ・オリーブ薬局 294-0045 館山市北条字御霊４１－３
11 安房 まるやま薬局 299-2522 南房総市安馬谷２０６５－４
11 安房 ヤックスドラッグ丸山薬局 299-2525 南房総市加茂２６５１－１
11 安房 ちくら薬局 295-0011 南房総市千倉町北朝夷２３２０
11 安房 いわい薬局 299-2225 南房総市竹内３４４－２
11 安房 スミレ薬局ローズマリー店 299-2521 南房総市白子２１３１－５
11 安房 しらはま薬局 295-0102 南房総市白浜町白浜２６７０－９
11 安房 みどりダイイチ薬局 295-0102 南房総市白浜町白浜字川間干潟２８８５－９
11 安房 有限会社　とみうら薬局 299-2403 南房総市富浦町原岡１３７－２
11 安房 ウエルシア薬局　南房総富浦店 299-2403 南房総市富浦町原岡９５１－１
11 安房 かなめ薬局とみやま店 299-2204 南房総市平久里中１３４７－１
11 安房 南山堂薬局南房総店 294-0822 南房総市本織５０－５
11 安房 西野薬局 299-2703 南房総市和田町仁我浦５－６
12 君津 さんのまる薬局 292-0432 君津市浦田５－２
12 君津 有限会社　ケンモツ薬局 299-1173 君津市外箕輪１－３６－７
12 君津 ウエルシア薬局君津外箕輪店 299-1173 君津市外箕輪４－１－２２
12 君津 調剤薬局マツモトキヨシ　君津店 299-1152 君津市久保１－２－２
12 君津 ななせ薬局久保店 299-1152 君津市久保４－８－１
12 君津 薬局タカサ　久保店 299-1152 君津市久保４－８－２５
12 君津 堀内薬局 292-0421 君津市久留里市場１５０
12 君津 ヤックスドラッグ君津人見薬局 299-1147 君津市人見２－２０－１０
12 君津 ウエルシア薬局君津西坂田店 299-1145 君津市西坂田１－３－７
12 君津 薬局タカサ君津店 299-1145 君津市西坂田３－２－２９
12 君津 タカダ薬局　西坂田店 299-1145 君津市西坂田４－６－２２
12 君津 かしの木薬局久留里店 292-0454 君津市青柳３６－３
12 君津 とみざわ薬局　君津店 299-1153 君津市台１－５－４
12 君津 ななせ薬局大和田店 299-1146 君津市大和田５－１－４
12 君津 ファーコス薬局　こいと 299-1106 君津市中島２６７
12 君津 ウエルシア薬局君津中島店 299-1106 君津市中島２８５－３
12 君津 ななせ薬局中野店 299-1151 君津市中野４－１６－２０
12 君津 イオン薬局イオンスタイル君津 299-1151 君津市中野５－１７－１
12 君津 薬局スミレ君津店 299-1144 君津市東坂田１－５－５
12 君津 アネックスアルファー薬局 299-1144 君津市東坂田４－７－１３
12 君津 アルファー薬局 299-1144 君津市東坂田４－８－１４
12 君津 君津薬局東坂田店 299-1144 君津市東坂田４－８－７
12 君津 みのわ薬局 299-1175 君津市内箕輪１－２－９
12 君津 エビス薬局南子安店 299-1162 君津市南子安２－８－３１
12 君津 まごころ薬局 299-1162 君津市南子安４－３１－２
12 君津 調剤薬局ツルハドラッグ君津店 299-1162 君津市南子安６－５－１７
12 君津 かずさ薬局南子安店 299-1162 君津市南子安８－１９－２９
12 君津 薬局タカサ八重原店 299-1162 君津市南子安９－１８－７
12 君津 薬局タカサ君津北久保店 299-1164 君津市北久保２－２－１６
12 君津 ヤックスドラッグ小櫃薬局 292-0451 君津市末吉１０５４－１
12 君津 キョウアイ薬局君津店 299-1163 君津市杢師１－１－３
12 君津 クリエイト薬局　君津杢師店 299-1163 君津市杢師１－１４－２２
12 君津 薬局タカサもくし店 299-1163 君津市杢師２－１６－４
12 君津 クスリのアオキのぞみ野薬局 299-0251 袖ケ浦市のぞみ野７０－３
12 君津 ヤックスドラッグ横田薬局 299-0236 袖ケ浦市横田１２１０
12 君津 よこた薬局 299-0236 袖ケ浦市横田２６２４－１１
12 君津 ウエルシア薬局　袖ケ浦横田店 299-0236 袖ケ浦市横田２６３２－１
12 君津 あおば薬局 299-0236 袖ケ浦市横田３６６８
12 君津 すずらん薬局 299-0242 袖ケ浦市久保田２８６４－８
12 君津 養の薬局 299-0257 袖ケ浦市神納２－１１－８
12 君津 薬局タカサ袖ケ浦店 299-0257 袖ケ浦市神納２－１７－２
12 君津 有限会社藤田薬局　いまむら薬局 299-0257 袖ケ浦市神納６１７－８
12 君津 ゆう調剤薬局 299-0257 袖ケ浦市神納６８８－５
12 君津 くらなみ薬局 299-0245 袖ケ浦市蔵波台３－３－１２
12 君津 クオール薬局長浦店 299-0245 袖ケ浦市蔵波台４－１０－１１
12 君津 クオール薬局　蔵波台店 299-0245 袖ケ浦市蔵波台４－２０－９
12 君津 たんぽぽ薬局袖ケ浦店 299-0245 袖ケ浦市蔵波台５－１７－７
12 君津 ヤックスドラッグ袖ケ浦薬局 299-0245 袖ケ浦市蔵波台５－１９－３
12 君津 サンリツ薬局　長浦店 299-0245 袖ケ浦市蔵波台５－１９－５
12 君津 マリオン薬局　長浦店 299-0245 袖ケ浦市蔵波台６－１－６
12 君津 薬局タカサ長浦店 299-0245 袖ケ浦市蔵波台６－１９－２６
12 君津 なりまつ薬品　さつき台薬局 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前２－２－１１
12 君津 株式会社スミレ調剤薬局 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前４－２－２
12 君津 ならわ薬局 299-0263 袖ケ浦市奈良輪１３８６－１　７－２－６
12 君津 ウエルシア薬局袖ケ浦奈良輪店 299-0263 袖ケ浦市奈良輪１４１６
12 君津 クスリのアオキ神納薬局 299-0263 袖ケ浦市奈良輪２４９－１
12 君津 やまもと薬局袖ケ浦店 299-0263 袖ケ浦市奈良輪２－５－１３
12 君津 薬局タカサ奈良輪店 299-0263 袖ケ浦市奈良輪５３４－１
12 君津 なりまつ薬品福王台店 299-0261 袖ケ浦市福王台２－１－１
12 君津 フラワー薬局のざと店 299-0211 袖ケ浦市野里１７７３－３
12 君津 オリーブ薬局 293-0006 富津市下飯野１３５０－６
12 君津 内野薬局 293-0058 富津市佐貫２５６
12 君津 有限会社　丸薬局 293-0042 富津市小久保２７５９
12 君津 タマキ薬局 299-1753 富津市上後２５９
12 君津 ウエルシア薬局富津大貫店 293-0035 富津市西大和田１３４０
12 君津 アイセイ薬局ななせ店 293-0012 富津市青木１６４５－１１
12 君津 ヤックスドラッグ富津大貫薬局 293-0036 富津市千種新田１２４４
12 君津 かずさ薬局富津店 293-0036 富津市千種新田８４４－２
12 君津 山久薬局 293-0001 富津市大堀２－１４－１２
12 君津 たんぽぽ薬局 293-0001 富津市大堀４－１－２１
12 君津 ポプラ薬局 293-0001 富津市大堀４９８－１
12 君津 薬局スミレ富津店 293-0001 富津市大堀字西原２１２２－２
12 君津 たけおか薬局 299-1621 富津市竹岡６４５
12 君津 合資会社いわしや薬局売津店 299-1617 富津市売津１５３－２
12 君津 ヤックスドラッグ上総湊薬局 299-1607 富津市湊１４－５
12 君津 合資会社いわしや薬局 299-1607 富津市湊１８
12 君津 ウスキジャパン有限会社　大塚薬局湊店 299-1607 富津市湊字富士見台４９０－１
12 君津 スミレ薬局かずさアカデミア店 292-0818 木更津市かずさ鎌足２－３－９
12 君津 アイ薬局ほたる野店 292-0038 木更津市ほたる野２－４２－６
12 君津 アイセイ薬局ほたる野店 292-0038 木更津市ほたる野３－２３－１
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12 君津 薬局タカサほたる野店 292-0038 木更津市ほたる野３－２４－１５
12 君津 桃太郎薬局ほたる野店 292-0038 木更津市ほたる野３－３０－３
12 君津 はとりの薬局 292-0819 木更津市羽鳥野７－１８－４
12 君津 コストコホールセール木更津倉庫店薬局 292-0007 木更津市瓜倉８２３（金田西２街区１画地）
12 君津 薬局タカサ　かねだ西店 292-0007 木更津市瓜倉８６５
12 君津 ぎおん薬局 292-0053 木更津市永井作１－１０－３
12 君津 いとう薬局 292-0061 木更津市岩根１－１－１
12 君津 ひかり薬局　岩根店 292-0061 木更津市岩根２－４－１
12 君津 株式会社エビス薬局いわね店 292-0061 木更津市岩根３－１０－６
12 君津 池田薬局 292-0061 木更津市岩根４－１１－２
12 君津 ウエルシア薬局木更津祇園店 292-0052 木更津市祇󠄀園４－２７－１４
12 君津 たかしん薬局木更津店 292-0009 木更津市金田東４－１１－１
12 君津 株式会社エビス薬局　かねだ店 292-0009 木更津市金田東６－４７－３８
12 君津 にじいろ薬局 292-0803 木更津市幸町３－１－１２－B
12 君津 港南台ファミリー薬局 292-0827 木更津市港南台３－４－２５
12 君津 クリエイト薬局　木更津港南台店 292-0827 木更津市港南台４－１－２
12 君津 たかさご薬局 292-0016 木更津市高砂３－２－１７
12 君津 株式会社　エンゼル薬局 292-0014 木更津市高柳１－６－３０
12 君津 ウエルシア薬局木更津高柳店 292-0014 木更津市高柳２－３－２７
12 君津 ヤックスドラッグ木更津桜井薬局 292-0822 木更津市桜井１２９４－１
12 君津 薬局くすりの福太郎　木更津２号店 292-0822 木更津市桜井１２９６－１
12 君津 かずさ薬局桜井店 292-0801 木更津市桜井９８４－３
12 君津 薬局アポック　木更津店 292-0822 木更津市桜井９９５－２
12 君津 木更津中央薬局 292-0823 木更津市桜井新町３－１－１７
12 君津 ファーマシーきみさらず 292-0832 木更津市新田１－１１－２４
12 君津 春生堂薬局 292-0802 木更津市真舟２－４－１３
12 君津 アサヒ薬局馬来田店 292-0201 木更津市真里谷２４９－３
12 君津 日本調剤　すごう薬局 292-0036 木更津市菅生７３４－２
12 君津 ヤックスドラッグ木更津清見台薬局 292-0045 木更津市清見台１－１７－２０
12 君津 ベル薬局　清見台 292-0045 木更津市清見台３－６－３　A１０１
12 君津 薬局タカサ南清見台店 292-0042 木更津市清見台南１－４－１０
12 君津 薬局タカサ清見台店 292-0042 木更津市清見台南１－７－２３
12 君津 とみざわ薬局清見台店 292-0042 木更津市清見台南５－１－４
12 君津 みさき薬局 292-0806 木更津市請西東４－６－１３
12 君津 薬局タカサ請西店 292-0807 木更津市請西南４－２－１１
12 君津 薬局タカサ第２請西店 292-0807 木更津市請西南５－２５－２
12 君津 桃太郎薬局　おおだ山店 292-0044 木更津市太田３－２－２
12 君津 木更津太陽堂薬局 292-0044 木更津市太田４－１６－６
12 君津 やまと薬局 292-0805 木更津市大和１－９－６
12 君津 とみざわ薬局大和店 292-0805 木更津市大和２－２－１６
12 君津 ミノベ薬局 292-0805 木更津市大和２－２２－１
12 君津 なのはな薬局 292-0805 木更津市大和３－５－２４
12 君津 イオン薬局木更津店 292-0835 木更津市築地１－４
12 君津 古川薬局 292-0055 木更津市朝日２－２－２３
12 君津 イオン薬局きさらづ朝日店 292-0055 木更津市朝日3-10-19
12 君津 アポロ薬局朝日店 292-0055 木更津市朝日３－２－３３
12 君津 アサヒ薬局本店 292-0055 木更津市朝日３－６－１４
12 君津 かずさ薬局　東太田店 292-0043 木更津市東太田４－１－１
12 君津 とみざわ薬局駅前店 292-0057 木更津市東中央１－１－６
12 君津 わかば薬局 292-0057 木更津市東中央２－１０－１４
12 君津 ひかり薬局　東中央店 292-0057 木更津市東中央２－３－５
12 君津 畑沢薬局 292-0825 木更津市畑沢４－３－４
12 君津 薬局タカサ第２畑沢店 292-0826 木更津市畑沢南２－２２－７
12 君津 薬局タカサ畑沢店 292-0826 木更津市畑沢南４－５－３１
12 君津 クオール薬局八幡台店 292-0814 木更津市八幡台３－１－３０
12 君津 アポロ薬局 292-0831 木更津市富士見１－７－１７
12 君津 ひまわり薬局 292-0831 木更津市富士見２－９－２７
12 君津 ヤックスドラッグ木更津文京薬局 292-0804 木更津市文京３－３４７－１
12 君津 ドラッグセイムス木更津薬局 292-0804 木更津市文京５－１２－１９
12 君津 ヒロ薬局木更津店 292-0015 木更津市本郷１－１２－３４
12 君津 本郷薬局 292-0015 木更津市本郷１－６－１１
12 君津 さくら薬局　木更津万石店 292-0003 木更津市万石１４３－１
12 君津 アサヒ薬局東口店 292-0056 木更津市木更津２－１－２７
12 君津 薬局タカサ　オアシス木更津店 292-0812 木更津市矢那４４９０－７
13 市原 薬局タカサうるいど店 290-0170 市原市うるいど南３－１－４
13 市原 タカダ薬局ちはら台店 290-0143 市原市ちはら台西２－１１－３
13 市原 レインボー薬局 290-0143 市原市ちはら台西２－１－４
13 市原 薬局タカサちはら台店 290-0143 市原市ちはら台西５－１８－７
13 市原 リーフ薬局 290-0143 市原市ちはら台西６－２３－３７
13 市原 有限会社　ちはら台薬局 290-0141 市原市ちはら台東１－１－４
13 市原 かるがも薬局 290-0141 市原市ちはら台東１－２－１２
13 市原 薬局タカサちはら台東店 290-0141 市原市ちはら台東５－２－２
13 市原 薬局ＬＩＦＥちはら台店 290-0141 市原市ちはら台東８－１７－４
13 市原 ウエルシア薬局　市原ちはら台店 290-0141 市原市ちはら台東８－３－１
13 市原 タカダ薬局　ちはら台南店 290-0142 市原市ちはら台南１－１－１２
13 市原 調剤薬局日本メディカルシステム　ちはら台店 290-0142 市原市ちはら台南２－３２－２
13 市原 アイク薬局 290-0142 市原市ちはら台南３－１０－１９
13 市原 ヤックスドラッグちはら台薬局 290-0142 市原市ちはら台南６－２
13 市原 とみざわ薬局市原店 290-0204 市原市磯ケ谷２０７０－２
13 市原 東邦薬局　海保店 290-0266 市原市海保１１７－４
13 市原 さくら薬局　菊間店 290-0007 市原市菊間１１３６－１０
13 市原 ホシノ薬局２９７ 290-0225 市原市牛久１０５８－３
13 市原 ウエルシア薬局市原牛久店 290-0225 市原市牛久１０６６－１
13 市原 調剤薬局ホシノ 290-0225 市原市牛久１２１４
13 市原 星野誠薬局 290-0225 市原市牛久１２２４
13 市原 なんそう薬局 290-0225 市原市牛久８７９－６
13 市原 ベル薬局 290-0041 市原市玉前７２－１
13 市原 こすもす薬局 290-0051 市原市君塚２－１７－１４
13 市原 クリエイト薬局　市原君塚店 290-0051 市原市君塚３－３－１
13 市原 伊藤薬局 290-0051 市原市君塚４－１－１４
13 市原 アイン薬局　五井店 290-0056 市原市五井５１６８－３
13 市原 クスリのアオキ　五井中央薬局 290-0056 市原市五井５４１１
13 市原 大洋薬局五井店 290-0056 市原市五井５４８５－１エヴァグリーン永嶋１０２
13 市原 ウエルシア薬局市原五井店 290-0056 市原市五井５４９２－２
13 市原 ミドリ薬局 290-0056 市原市五井９１５
13 市原 つくし調剤薬局 290-0056 市原市五井９１６
13 市原 岡本薬局みなみ店 290-0081 市原市五井中央西１－２０－９
13 市原 株式会社岡本薬局 290-0081 市原市五井中央西１－２４－８
13 市原 ＫＹいとう薬局 290-0081 市原市五井中央西１－３１－１６
13 市原 調剤薬局ツルハドラッグ　市原五井店 290-0081 市原市五井中央西２－２４－５９
13 市原 秋山薬局 299-0054 市原市五井中央東１－１１－２０
13 市原 ホーム薬局 290-0054 市原市五井中央東１－１６－１１
13 市原 ウエルシア薬局市原五井中央店 290-0054 市原市五井中央東２－２６－３
13 市原 レモン薬局 290-0054 市原市五井中央東２－５－２山崎第2ビル1階
13 市原 フレンド薬局五井店 290-0082 市原市五井中央南１－１０－１
13 市原 有限会社　かねだ薬局 290-0082 市原市五井中央南１ー１２－２３
13 市原 ウエルシア薬局市原五所店 290-0066 市原市五所１６６２－１
13 市原 有限会社ピーパル市原　御所薬局 290-0066 市原市五所字福間久１３６－２
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13 市原 光風台薬局 290-0255 市原市光風台１―１
13 市原 あけぼの薬局光風台店 290-0255 市原市光風台２－１４８－２
13 市原 ウエルシア薬局市原光風台店 290-0255 市原市光風台２－４７０
13 市原 大洋薬局市原中央店 290-0050 市原市更級１－７－１６
13 市原 アシカ薬局 290-0050 市原市更級２－５－３
13 市原 ささき薬局 290-0021 市原市山田橋１－３－１
13 市原 ファーコス薬局　姉ヶ崎 299-0111 市原市姉崎１１７
13 市原 佐久間薬局 299-0111 市原市姉崎１９０２
13 市原 ファーコス薬局　だいした 299-0111 市原市姉崎１９０５－１
13 市原 ヤックスドラッグ姉崎薬局 299-0111 市原市姉崎２１０１
13 市原 ウエルシア薬局　市原姉崎店 299-0111 市原市姉崎３２９
13 市原 薬局くすりの福太郎　市原姉崎店 299-0111 市原市姉崎３４１５－１
13 市原 ドラッグセイムス　姉崎薬局 299-0111 市原市姉崎６５７－１
13 市原 すみれ薬局　姉崎店 299-0111 市原市姉崎６５８－５
13 市原 あねさき薬局 299-0110 市原市姉崎６７２－７HBビル姉ヶ崎１階
13 市原 サン調剤薬局 299-0111 市原市姉崎７８９－３
13 市原 くりの木薬局 299-0119 市原市姉崎西１－１３－９
13 市原 いろは薬局 299-0110 市原市姉崎東１－１－６  第３クレールパルビル１Ｆ
13 市原 マイ薬局 299-0110 市原市姉崎東２－１１－５
13 市原 おおはしタイム薬局 299-0110 市原市姉崎東２－１－２
13 市原 ベル薬局　姉崎駅前 299-0111 市原市姉崎東３－１－３小泉ビル１F
13 市原 ムツミ薬局 299-0110 市原市姉崎東３－３－７
13 市原 薬局タカサ若宮団地店 290-0006 市原市若宮3-2-10
13 市原 薬局タカサ松ケ島店 290-0035 市原市松ケ島２－１－５
13 市原 マリオン薬局　にいほり店 290-0206 市原市新堀９３６－３
13 市原 薬局タカサ西五所店 290-0065 市原市西五所３１－７
13 市原 グリーン薬局 290-0022 市原市西広１２３－４
13 市原 中島薬局 290-0072 市原市西国分寺台1-3-12
13 市原 ウエルシア薬局市原青柳店 299-0102 市原市青柳５４２－１
13 市原 調剤薬局マツモトキヨシ　市原あおばだい店 299-0117 市原市青葉台２－３－９
13 市原 ドラッグセイムス青葉台薬局 299-0117 市原市青葉台２－８－１
13 市原 ヤックスドラッグ市原青柳薬局 299-0102 市原市千種６－６－１
13 市原 伊藤薬局いずみ台店 299-0114 市原市泉台３－１９－１０
13 市原 マヤ薬局 290-0004 市原市辰巳台西１－５－４
13 市原 ウエルシア薬局　市原辰巳台店 290-0004 市原市辰巳台西二丁目５番
13 市原 ヤックスドラッグ市原辰巳台薬局 290-0003 市原市辰巳台東１－１－１
13 市原 ひまわり薬局 290-0003 市原市辰巳台東１－８－８１
13 市原 みつば薬局 290-0003 市原市辰巳台東２－１５
13 市原 ヤックスドラッグ辰巳台薬局 290-0003 市原市辰巳台東２－１５
13 市原 たつみ薬局 290-0003 市原市辰巳台東２－１５
13 市原 ベル薬局　辰巳台 290-0003 市原市辰巳台東３－１５－３
13 市原 みずき薬局市原店 290-0003 市原市辰巳台東４－７－２０
13 市原 みつば薬局　辰巳東通り店 290-0003 市原市辰巳台東５－２－６
13 市原 アイセイ薬局辰巳台店 260-0003 市原市辰巳台東５－５
13 市原 有限会社石川薬局 290-0512 市原市鶴舞３０４
13 市原 東邦薬局　市原鶴舞店 290-0512 市原市鶴舞５９０－１０
13 市原 つるまい薬局 290-0512 市原市鶴舞６０６－４
13 市原 大洋薬局国分寺店 290-0074 市原市東国分寺台１－１－１２
13 市原 ウエルシア薬局　市原国分寺台店 290-0075 市原市南国分寺台４－１－１
13 市原 薬局タカサ西広店 290-0075 市原市南国分寺台４－７－１０
13 市原 セイザ薬局 290-0075 市原市南国分寺台５－１－１９
13 市原 能満薬局 290-0011 市原市能満１８４５－３８
13 市原 ウエルシア薬局市原能満店 290-0011 市原市能満５－１
13 市原 戸田薬局 290-0221 市原市馬立８１７
13 市原 ベル薬局　白金 290-0059 市原市白金町１－７８－１－１０１
13 市原 つるまき薬局 299-0112 市原市畑木３８４－２
13 市原 有限会社　ファミリー薬局 290-0062 市原市八幡117-8
13 市原 桃太郎薬局やわた店 290-0062 市原市八幡１２４－１
13 市原 ローソンクオール薬局市原八幡店 290-0062 市原市八幡１－４
13 市原 薬局タカサ八幡店 290-0062 市原市八幡２４８－８
13 市原 ヤックスドラッグ市原八幡薬局 290-0062 市原市八幡３３６－１
13 市原 いちご薬局 290-0062 市原市八幡５９３－２
13 市原 くすり堂薬局 290-0061 市原市八幡石塚２－１５－１
13 市原 高滝薬局 290-0557 市原市養老１０００－１


