
医療機関名称 医療機関郵便番号 医療機関所在地 医療機関方書

薬局くすりの福太郎 一之江店 132-0024 江戸川区一之江３−２−２

有限会社 しのはら薬局 132-0024 江戸川区一之江４−１７−２

ことぶき薬局一之江店 132-0024 江戸川区一之江４−７−４

あおぞら薬局 一之江店 132-0024 江戸川区一之江４−７−５

あおい調剤薬局 132-0024 江戸川区一之江６−２０−７ １階

まごころ薬局 132-0024 江戸川区一之江７−３４−６−１Ｆ

平成薬局 132-0024 江戸川区一之江７−３５−２２

ファミリエ薬局 132-0024 江戸川区一之江７−３８−８

さくら薬局 一之江店 132-0024 江戸川区一之江７−４９−５ ＩＭＳクレイドル１階

ウエルシア薬局 江戸川一之江店 132-0024 江戸川区一之江７−７３−５

エンジェル薬局 一之江店 132-0024 江戸川区一之江７−８１−７ ＫＵビル１階

日本調剤 一之江薬局 132-0024 江戸川区一之江８−１３−９

マリーン薬局 132-0024 江戸川区一之江８−１５−１７ クリアウエスト１階

ロビン薬局 134-0082 江戸川区宇喜田町１０３９−１ エクセラージュ船堀１０３号

スマイル薬局 133-0042 江戸川区興宮町１７−５

三光薬局 132-0013 江戸川区江戸川１−１２−１８

鈴木薬局 132-0013 江戸川区江戸川１−１３−２１ エムハイツ１階

メープル調剤薬局 132-0013 江戸川区江戸川１−５１−７ クリアメゾン１０１

昭和堂今井調剤薬局 132-0013 江戸川区江戸川３−３９−４７

みなみ調剤薬局 一之江店 134-0013 江戸川区江戸川４−２２−６０

みゆき薬局 三角店 134-0013 江戸川区江戸川６−２２−４

ししぼね薬局 133-0073 江戸川区鹿骨３−１８−４

ウエルシア薬局 江戸川鹿骨店 133-0073 江戸川区鹿骨４−２−９

くすのき薬局 133-0073 江戸川区鹿骨５−２−１５

クリエイト薬局 江戸川篠崎町店 133-0061 江戸川区篠崎町１−３４−５

ウエルシア薬局 江戸川篠崎店 133-0061 江戸川区篠崎町２−２５−１３

薬局くすりの福太郎 篠崎店 133-0061 江戸川区篠崎町２−６−１０ 石上ビル−３  １階

パンダ薬局 篠崎店 133-0061 江戸川区篠崎町２−７−１ イーストハイム篠崎１階

ハナテン薬局 133-0061 江戸川区篠崎町２丁目２番１号

いちご薬局 133-0061 江戸川区篠崎町４−３１−１３

さくら調剤薬局 133-0061 江戸川区篠崎町４−３−７

オハナ薬局 篠崎店 133-0061 江戸川区篠崎町７−１５−１２ ＳＫ篠崎１階

のぞみ薬局 篠崎駅前店 133-0061 江戸川区篠崎町７−２１−５

薬局メディクス 133-0061 江戸川区篠崎町７−２４−６ パークサイドビル１階

調剤薬局日本メディカルシステム 133-0061 江戸川区篠崎町７−２６−７ コスモリード篠崎駅前１Ｆ

薬局マツモトキヨシ 篠崎駅前店 133-0061 江戸川区篠崎町７−２７−１９

有限会社きくや薬局 はるえファーマシー 132-0003 江戸川区春江町２−３４−９

モリタ薬局 132-0003 江戸川区春江町２−４８−１４

グリーン薬局 132-0034 江戸川区小松川１−５−２ トニ・ワンショッピングセンター１Ｆ

十字堂薬局 132-0034 江戸川区小松川２−４−５−１０７

カバヤ薬局 小松川店 132-0034 江戸川区小松川４−７２−６ カトウビル１階



鹿島薬局 132-0025 江戸川区松江１−８−１９

松江調剤薬局 132-0025 江戸川区松江２−１−１９ クリスタルビル１階

ココカラファイン薬局 松江店 132-0025 江戸川区松江２−１−５ 目々沢ビル１階

薬局トモズ 同潤会松江店 132-0025 江戸川区松江２−１６−５ 池田マンション１階

ローソンクオール薬局 江戸川松江二丁目店 132-0025 江戸川区松江２−３−４

薬局トモズ 松江店 132-0025 江戸川区松江２−４３−８

なの花調剤薬局 132-0025 江戸川区松江３−１１−６−１０２

三光薬局 小松川店 132-0025 江戸川区松江３−７−１３

アップル薬局 まつしま店 132-0031 江戸川区松島１−４１−２３ アクアリオビル１階

中川薬局 江戸川松島店 132-0031 江戸川区松島１−４２−２２ 小松川ビル１Ｆ

トキワ薬局 132-0031 江戸川区松島４−４１−１０

ウエルシア薬局 江戸川松本店 133-0043 江戸川区松本１−１６−２１

薬局日本メディカルシステム 小岩中央店 133-0043 江戸川区松本１−３４−７

グリーンメディカル上一色薬局 133-0041 江戸川区上一色２−１７−２

いなげ薬局 132-0001 江戸川区新堀１−３８−１２

ふれんど薬局 132-0011 江戸川区瑞江１−３４−１ 小嶋ビル１０１

薬局マツモトキヨシ 瑞江駅北口店 132-0011 江戸川区瑞江２−１−１１ カネヘイビル１階

パンダ薬局 瑞江店 132-0011 江戸川区瑞江２−１−１５ ⾧塚第一ビル１階

スカイ薬局 132-0011 江戸川区瑞江２−１５−１３ ランドステージ瑞江１Ｆ

瑞江２丁目薬局 132-0011 江戸川区瑞江２−２２−５

薬局マツモトキヨシ 瑞江駅前店 132-0015 江戸川区瑞江２−３−１

薬局マツモトキヨシ 西瑞江店 132-0011 江戸川区瑞江４−２０−１７

スギ薬局江戸川瑞江店 132-0011 江戸川区瑞江４−２９−１０

三和薬局 パトリア店 134-0087 江戸川区清新町１−３−６ パトリア１階

ひまわり調剤薬局 132-0023 江戸川区西一之江３−１２−２１ 鈴元荘１Ｆ

コスモス薬局 西葛西駅店 134-0088 江戸川区西葛西３−１５−１２ 臼井第一ビル

パンダ薬局 西葛西店 134-0088 江戸川区西葛西３−１５−１３

スミレ薬局 西葛西店 134-0088 江戸川区西葛西３−１５−５

アイ調剤薬局 134-0088 江戸川区西葛西３−１９−２

イオン薬局 葛西店 134-0088 江戸川区西葛西３−９−１９

サンドラッグ西葛西薬局 134-0088 江戸川区西葛西４−２−２８

クリスタル薬局 134-0088 江戸川区西葛西４−２−３４ １階

あけぼの薬局 西葛西北口店 134-0088 江戸川区西葛西５−１−２ ＧＲＡＮＤ ＨＩＬＬ ＳＩＤＥ １０１

わかば薬局 134-0088 江戸川区西葛西５−１−８ トーショービル１階

ウエルシア薬局 江戸川西葛西店 134-0088 江戸川区西葛西５−２−１０ 牧山ビル１階

ラグーナ薬局 134-0088 江戸川区西葛西５−４−１２

クオール薬局 西葛西店 134-0088 江戸川区西葛西６−１２−１

シオン薬局 134-0088 江戸川区西葛西６−１３−７ 第７山秀ビル３Ｆ

薬局ビーエヌファーマシー 駅前店 134-0088 江戸川区西葛西６−１３−７ 第７山秀ビル１Ｆ

セイワ薬局 西葛西店 134-0088 江戸川区西葛西６−１５−２０ アイビーハイツ２階

スミレ薬局南口店 134-0088 江戸川区西葛西６−１５−８

ドリーム薬局 西葛西店 134-0088 江戸川区西葛西６−１８−３ ＫＩＲＡＫＵ２ １Ｆ



三和調剤薬局 西葛西店 134-0088 江戸川区西葛西６−２４−７

薬局ビーエヌファーマシー ６丁目店 134-0088 江戸川区西葛西６−６−１ キラクビル１Ｆ

日本調剤 西葛西駅前薬局 134-0088 江戸川区西葛西６−７−２

薬局トモズ 西葛西店 134-0088 江戸川区西葛西６−９−１２ 第３吉野ビル１階

わかいろ薬局 134-0088 江戸川区西葛西７−１４−１５

あけぼの薬局 西葛西店 134-0088 江戸川区西葛西七丁目２０番２号 セキニビル１階

たんぽぽ薬局 小岩北口店 133-0057 江戸川区西小岩１−１９−１８

薬局マツモトキヨシ小岩北口通り店 133-0057 江戸川区西小岩１−２１−２０ 第２０東ビル１階

あすか薬局 133-0057 江戸川区西小岩１−２３−１８

アップル薬局 小岩店 133-0057 江戸川区西小岩１−２３−２ サンハイツ・グリーンヒル１０１

サンリツ薬局小岩店 133-0057 江戸川区西小岩１−２８−１８−１０１

たんぽぽ薬局 西小岩店 133-0057 江戸川区西小岩１−６−１７

ことぶき薬局西小岩店 133-0057 江戸川区西小岩３−５−５ 栄伸ビル１階

ながつま薬局 西小岩店 133-0057 江戸川区西小岩４−１０−１６

なの花薬局 小岩店 133-0057 江戸川区西小岩４−１−２

ハルキ調剤薬局 133-0057 江戸川区西小岩４−１−５

ハートフル薬局 133-0057 江戸川区西小岩４−９−７

宮川薬局 133-0057 江戸川区西小岩５−１２−１６

昭和堂薬局 132-0015 江戸川区西瑞江３−４−４

ウエルシア薬局 江戸川西瑞江店 134-0015 江戸川区西瑞江５−１０−１２

イオンフードスタイル船堀店薬局 134-0091 江戸川区船堀１−１−５１

フラール薬局 134-0091 江戸川区船堀１−４−１３ シャンサール船堀１階

ヤマグチ薬局 船堀店 134-0091 江戸川区船堀２−２２−１３

リボーン薬局 船堀店 134-0091 江戸川区船堀３−１６−５ プラウドシティ船堀１階

薬局メディクス 134-0091 江戸川区船堀３−２−２２ 田中ビル１階

エンジェル薬局 船堀２号店 134-0091 江戸川区船堀３−５−７ トキビル２階

エンジェル薬局 134-0091 江戸川区船堀３−５−７ トキビル１階

船堀えきまえ薬局 134-0091 江戸川区船堀３−７−１ 今井ビル１階

ぱぱす薬局 船堀３丁目店 134-0091 江戸川区船堀３−７−２２ イリップス船堀１階

アイセイ薬局 船堀店 134-0091 江戸川区船堀３−８−１

フナツ薬局 134-0091 江戸川区船堀４−１０−８ アビリティーハイム１階

本木薬局 船堀店 137-0091 江戸川区船堀４−８−２１

もりの調剤薬局 134-0091 江戸川区船堀５−１３−２ ＮＳセントラルパークビル１Ｆ

ウエルシア江戸川葛西薬局 134-0091 江戸川区船堀７−１０−８

そうごう薬局 江戸川中央店 132-0021 江戸川区中央１−３−１６ レーヴマニフィック江戸川中央１階

ユーワ薬局 江戸川中央店 132-0021 江戸川区中央１−３−４ トレンドセンタービル１Ｆ

スギ薬局 江戸川南店 132-0021 江戸川区中央２−１５−１１

サン薬局 132-0021 江戸川区中央２−１６−１９

スギ薬局 江戸川中央店 132-0021 江戸川区中央３−１２−１４ ＮＴＴ江戸川ビル本館１階

薬局ニコニコ 132-0021 江戸川区中央４−１１−８ アルカディア親水公園ビル１階

薬局くすりの福太郎 江戸川中央店 132-0021 江戸川区中央一丁目９番１５号

そうごう薬局 葛西店 134-0083 江戸川区中葛西１−１−７ 渡辺ビル１階



トマト薬局 134-0083 江戸川区中葛西３−１１−２３

ひまり薬局葛西店 134-0083 江戸川区中葛西３−１４−６

藤井薬局 134-0083 江戸川区中葛西４−２０−３

調剤薬局日本メディカルシステム 133-0061 江戸川区中葛西５−３４−８

スミレ薬局 駅前店 134-0083 江戸川区中葛西５−３６−１１ 第２シルバーハイツ１Ｆ

スミレ薬局 134-0083 江戸川区中葛西５−３９−２ ＧＲＡＮＤＥⅡ １Ｆ

なごみ薬局 134-0083 江戸川区中葛西５−４１−１２

ウエルシア薬局 江戸川中葛西店 134-0083 江戸川区中葛西６−８−１１

薬局マツモトキヨシ 葛西駅前店 134-0083 江戸川区中葛西三丁目３７番１６号 第２カネ⾧ビル１階

ひかり薬局 134-0084 江戸川区東葛西２−９−１０ クリスタルビル１０２

カワサキ薬局 134-0084 江戸川区東葛西５−１３−１−１０５

サン薬局 134-0084 江戸川区東葛西５−１３−９

小島薬局 134-0084 江戸川区東葛西５−３０−８ 第一安岡ビル１階

ミルキー薬局 134-0084 江戸川区東葛西６−１−１７ 第６カネ⾧ビル１０１

アオノ薬局 葛西店 134-0084 江戸川区東葛西６−１−２８−１０２

薬局トモズ 葛西店 134-0084 江戸川区東葛西６−１５−１６ ステラⅡスゴン１階

日本調剤 葛西薬局 134-0084 江戸川区東葛西６−２−１０ 森ビル１Ｆ

イズミ薬局 葛西駅前店 134-0084 江戸川区東葛西６−２−１３ フローラル東葛西７−１０１

ファーマシィ薬局 かさい中央 134-0084 江戸川区東葛西６−２７−１１ アンダンテビル１階

東京中央薬局 134-0084 江戸川区東葛西６−２７−１５ Ｂ

イズミ薬局 中央店 134-0084 江戸川区東葛西６−７−１９ レジデンス仲村１階

スギ薬局 葛西駅前店 134-0084 江戸川区東葛西五丁目１番３号 ボアビル１階

パンダ薬局 東篠崎店 133-0063 江戸川区東篠崎一丁目１１番１５号 東篠崎メディカルビル１階

あけぼの薬局 東小岩店 133-0052 江戸川区東小岩４−１０−１９ Ｆ ＧＲＡＣＥ １階

あおぞら薬局 東小岩店 133-0052 江戸川区東小岩４−３３−１６ メゾンドアール１０２

パンダ薬局 小岩店 133-0052 江戸川区東小岩４−５−４ 金本ビル１階

大林薬局 133-0052 江戸川区東小岩５−２０−６

ながつま薬局 133-0052 江戸川区東小岩５−３５−１５−１０２

ヱビス薬局 133-0052 江戸川区東小岩５−５−４

山口薬局 133-0052 江戸川区東小岩６−２３−１５ カーサ・ココ１階

さくらんぼ薬局 小岩店 133-0052 江戸川区東小岩五丁目４番１４号 小岩セントラルビル１階

東小松川薬局 132-0033 江戸川区東小松川１−１２−８

ナカザト薬局 132-0033 江戸川区東小松川１−９−４

なないろ薬局 東小松川店 132-0033 江戸川区東小松川２−２５−１０ １階

ポライト薬局 132-0033 江戸川区東小松川２−７−７

うさぎ薬局 東松本店 133-0071 江戸川区東松本１−１４−８

ウエルシア薬局 江戸川東瑞江店 132-0014 江戸川区東瑞江１−１９−２

みずえ薬局 132-0014 江戸川区東瑞江１−２５−６

カマダ薬局 132-0014 江戸川区東瑞江１−２６−１７ ケー・ワイビル１Ｆ

薬局くすりの福太郎 瑞江店 132-0014 江戸川区東瑞江１−２６−９ アイジーティビル１階

アオキ薬局 駅前店 132-0014 江戸川区東瑞江１−２７−５−１０２

アオキ薬局 132-0014 江戸川区東瑞江１−２７−５−１０３



昭和堂調剤薬局 132-0014 江戸川区東瑞江２−３１−１

なぎさ薬局 134-0085 江戸川区南葛西２−１２−１ かさい保健医療福祉ビル１階

セイワ薬局 134-0085 江戸川区南葛西２−１６−７

志宝薬局 葛西店 134-0085 江戸川区南葛西３−２２−１３

つくし薬局 南葛西店 134-0085 江戸川区南葛西３−２４−９

ハル薬局 134-0085 江戸川区南葛西４−３−１０ 清水ハイツ１階

セレン薬局 南葛西店 134-0085 江戸川区南葛西６−１２−７ キャピタルコート １０２

アイセイ薬局 南葛西店 134-0085 江戸川区南葛西６−１７−１ ザ・ファミリア１０１

吉岡薬局 134-0085 江戸川区南葛西７−１−７−１０３

さくら薬局 133-0065 江戸川区南篠崎町１−１９−９

小川薬局 133-0065 江戸川区南篠崎町２−１０−１ カームコート１０１−Ｂ

ウエルシア薬局 江戸川瑞江駅前店 133-0065 江戸川区南篠崎町３−１−３

あずみ薬局 133-0065 江戸川区南篠崎町３−２３−８ ジュエル真下１Ｆ

オハナ薬局 瑞江店 133-0065 江戸川区南篠崎町３−６−４

ぞうさん薬局 133-0056 江戸川区南小岩３−２０−７ ＹＫハイツ１０５

みなみ調剤薬局 南小岩店 133-0056 江戸川区南小岩５−２０−１３ ＳＫビル１Ｆ

スギ薬局 南小岩店 133-0056 江戸川区南小岩６−２７−１６ Ｔｈｅ Ｄｏｍｅ池田ビル２階

ウエルシア薬局 小岩駅南口店 133-0056 江戸川区南小岩６丁目３０番１０号 １Ｆ

東優企業組合 シカクラ薬局営業所 133-0056 江戸川区南小岩７−１１−２

東薬局 133-0056 江戸川区南小岩７−１７−１

シカクラ薬局支店 133-0056 江戸川区南小岩７−１９−２１

薬局トモズ シャポー小岩店 133-0056 江戸川区南小岩７−２４−１５ シャポー小岩地下１階

はなまる薬局 小岩駅前店 133-0056 江戸川区南小岩７−２４−２０ ＦＩＲＳＴＡ Ｉ−２Ｆ

わかば薬局 133-0056 江戸川区南小岩７−２６−１５

日本調剤 南小岩薬局 133-0056 江戸川区南小岩７−２７−１４

合資会社 前田薬局 133-0056 江戸川区南小岩７−２７−３

こぐま薬局 小岩店 133-0056 江戸川区南小岩７−２８−１５ 竹花ビル１階１号

みのる薬局 南小岩店 133-0056 江戸川区南小岩７−４−４ マノワ−ルアズマ１０１

中島薬局 133-0056 江戸川区南小岩７−６−２

あすなろ薬局 133-0056 江戸川区南小岩７−９−１２

たんぽぽ薬局 小岩店 133-0056 江戸川区南小岩８−１３−１０

たんぽぽ薬局 本店 133-0056 江戸川区南小岩８−１３−９

クリエイト薬局 ＪＲ小岩駅前店 133-0056 江戸川区南小岩８−１５−３

フロンティア薬局小岩店 146-0093 江戸川区南小岩８−２３−９ ダイヤモンドレジデンス南小岩１階

みなみ調剤薬局 平井店 132-0035 江戸川区平井１−９−１８

黒田薬局 132-0035 江戸川区平井２−２３−１３ 黒田ビル１階

平井薬局 桜華 132-0035 江戸川区平井３−２２−２１

パンダ薬局 平井店 132-0035 江戸川区平井３−２３−１８ 光井グランドハイツ１階

ファーコス薬局 平井 132-0035 江戸川区平井３−２４−１７

シバタ薬局 132-0035 江戸川区平井４−１０−４

福寿薬局 132-0035 江戸川区平井４−１１−１７ 平井パークハイツ１階

メディトピア平井調剤薬局 132-0035 江戸川区平井４−７−１６



ひまり薬局 平井店 132-0035 江戸川区平井５−１４−３

アイランド薬局平井店 132-0035 江戸川区平井５−２１−１１ １階

ひよこ調剤薬局 132-0035 江戸川区平井５−２５−１−１Ｆ

クローバー薬局 平井店 133-0035 江戸川区平井５丁目１４番１０号 協和物産平井駅前ビル１０２号室

ありさか薬局 支店 132-0035 江戸川区平井６−２５−６

ありさか薬局 132-0035 江戸川区平井６−４７−１３

たから薬局 北葛西店 134-0081 江戸川区北葛西１−７−６

あけぼの薬局 北葛西店 134-0081 江戸川区北葛西４−１−２２ エクセル西葛西１Ｆ

エンジェル薬局 北葛西店 134-0081 江戸川区北葛西４−１−４５ カーサ控井１階

クオール薬局 北葛西店 134-0081 江戸川区北葛西５−１５−２

コスモファーマ薬局北篠崎店 133-0053 江戸川区北篠崎２−４−５

日本調剤 小岩南口薬局 133-0051 江戸川区北小岩２−７−５

宮川調剤薬局 133-0051 江戸川区北小岩２−９−１１

エド川薬局 133-0051 江戸川区北小岩４−６−１

北小岩薬局 ５丁目店 133-0051 江戸川区北小岩５−３０−７

日本調剤 小岩薬局 133-0051 江戸川区北小岩６−１５−５ 第二石井ビル １階

みさき薬局 133-0051 江戸川区北小岩６−１９−３

元気薬局 133-0051 江戸川区北小岩６−３９−１０

ぱぱす薬局 本一色店 133-0044 江戸川区本一色３−３９−２

ウエルシア薬局 江戸川本一色店 133-0044 江戸川区本一色３−７−２

江戸川区薬剤師会 会営臨海薬局 134-0086 江戸川区臨海町１−４−５


