令和 4 年 4 月 20 日

「健康サポート薬局」に関するご案内
「健康サポート薬局」は、
「かかりつけ薬剤師・薬局」の基本的な機能に加え、地域住民
による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた薬局のことで、厚生労働
大臣が定める基準を備えた薬局が標榜することが認められます。

① かかりつけ薬局の基本的機能：処方せん調剤や健康相談等を通じて、患者・利用者の
皆様の服用薬等の一元的管理を行います。２４時間対応、在宅患者等の調剤・薬学的
管理を行い、医療機関や地域包括支援センターなどと連携します。
②健康サポート機能：市販薬（OTC）や介護用品等を取り揃えています。地域の医療機関
および介護・福祉施設等とも連携します。常駐する健康サポートに関する研修を受けた
薬剤師が、患者・利用者の皆様の健康サポートに取り組みます。
2022 年 3 月末時点で、新たに 12 店舗が適合となりましたので、以下の通りお知らせい
たします。これで、弊社グループの健康サポート薬局は、
（北海道 11 店舗、宮城県 5 店舗、
福島県 9 店舗、群馬県 2 店舗、栃木県１店舗、埼玉県 2 店舗、東京都 7 店舗、
神奈川県 2 店舗、新潟県 7 店舗、富山県 2 舗、石川県 3 店舗、静岡県 5 店舗、
愛知県 2 店舗、三重県 4 店舗、京都府１店舗、大阪府 4 店舗、和歌山県 1 店舗、
兵庫県 2 店舗）合計 18 都道府県、70 店舗となりました。
弊社グループでは、今後も積極的に「健康サポート薬局」の活動を推進して参ります。
これらの「健康サポート薬局」において、今後、地域住民のための「健康と薬の相談会」
や「健康フェア」等を開催して参ります。ご相談やイベント開催等については、お近くの
「健康サポート薬局」をお尋ねください。
記
１．新たに適合となった店舗（12 店舗） ※2022 年 3 月末時点
① 【さくら薬局】
（適合日：令和 3 年 11 月 17 日）
〒649-6631 和歌山県紀の川市名手市場 303-2
（JR 名手駅より徒歩 10 分）
TEL 0736-75-9750 FAX 0736-75-9760
開局時間：月・火・木・金／9:00－19:00
水／9:00－17:00
土／9:00－13:00
日・祝／休

② 【ファーマライズ薬局 大町店】（適合日：令和 3 年 11 月 18 日）
〒960-8041 福島県福島市大町 7-11
（福島駅から徒歩 15 分）
TEL 024-526-4555 FAX 024-526-4077
開局時間：月～金／9:00－17:30
土／9:00－13:00
日・祝／休
③ 【ファーマライズ薬局 入江店】
（適合日：令和 3 年 11 月 18 日）
〒960-8117 福島県福島市入江町 15-12
（福島駅からバスで、約 15 分）
TEL 024-528-2855 FAX 024-528-2858
開局時間：月～金／9:00－17:45
土／11:00－15:00
日・祝／休
④ 【天六ファーマライズ薬局】（適合日：令和 3 年 12 月 3 日）
〒530-0021 大阪府大阪市北区浮田 1 丁目 3-16 ロータリー天神橋 101
（大阪市営地下鉄・阪急電車「天神橋筋 6 丁目」から徒歩 2～3 分
JR 環状線の天満駅・大阪駅、徒歩 10～15 分）
TEL 06-6374-0041 FAX 06-6374-2366
開局時間：月～金／9:00－18:00
土／9:00－13:00
日・祝／休
⑤ 【ファーマライズ薬局 青葉台店】
（適合日：令和 3 年 12 月 24 日）
〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台 1 丁目 29-2 ル・プルミエ
（田園都市線 青葉台駅より徒歩 8 分、東急バス 各線「桜台」下車すぐ）
TEL 045-988-5351 FAX 045-988-5352
開局時間：月～金／9:00－18:00
土／9:00－13:00
日・祝／休
⑥ 【ファーマライズ薬局 一宮西店】
（適合日：令和 3 年 12 月 28 日）
〒494-0001 愛知県一宮市開明字平 29-1
（一宮駅から名鉄玉ノ井線開明駅より徒歩 12 分）
TEL 0586-47-7837 FAX 0586-47-7838
開局時間：月～金／8:30－18:00
土／8:30－15:00
日・祝／休

⑦ 【ファーマライズ薬局 東十条店】
（適合日：令和 4 年 1 月 21 日）
〒114-0001 東京都北区東十条 3 丁目 1-12
（JR 京浜東北線・東十条駅より徒歩 3 分）
TEL 03-3912-5161 FAX 03-3912-5162
開局時間：月～土／9:00－18:00
日・祝／休
⑧ 【トリム薬局 春日新田店】（適合日：令和 4 年 2 月 1 日）
〒942-0061 新潟県上越市春日新田 1 丁目 20-30
（JR 直江津駅から徒歩 20 分）
TEL 025-531-0667 FAX 025-531-0668
開局時間：月～水・金／8:30－18:00
木・土／8:30－12:30
日・祝／休
⑨ 【トリム薬局 新井店】
（適合日：令和 4 年 2 月 1 日）
〒944-0031 新潟県妙高市田町 2 丁目 3-21
（JR 新井駅、徒歩 15 分・車 5 分）
TEL 0255-72-4193 FAX 0255-72-8483
開局時間：月～金／8:30－17:30
土／8:30－12:30
日・祝／休
⑩ 【鶴見ファーマライズ薬局】（適合日：令和 4 年 2 月 7 日）
〒538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見 4 丁目 1-2-102
（地下鉄今福鶴見駅３番出口を出てすぐ）
TEL 06-6180-0230 FAX 06-6180-0231
開局時間：月～金／9:00－19:00
土／9:00－13:00
日・祝／休
⑪ 【みなみ薬局 サンフラワー店】（適合日：令和 4 年 2 月 24 日）
〒143-0016 東京都大田区大森北 1 丁目 33-4
（JR 京浜東北線 大森駅 徒歩 5 分）
TEL 03-5753-3145 FAX 03-3764-7888
開局時間：月～金／9:00－18:00
土／9:00－13:00
日・祝／休

⑫ 【マイネ薬局】
（適合日：令和 4 年 3 月 16 日）
〒179-0081 東京都練馬区北町 2 丁目 20-10
（東武東上線東武練馬駅から徒歩 3 分）
TEL 03-5945-8561 FAX 03-5945-8562
開局時間：月～水・金／9:00－18:30
木／9:00－17:00
土／9:00－13:00
日・祝／休

２．これまでに適合となっている店舗（58 店舗）
薬局名

所在地

TEL

ふじい薬局 明野調剤

北海道苫小牧市

0144-53-2000

北海道苫小牧市

0144-53-3600

ふじい薬局 三光町店

北海道苫小牧市

0144-35-0711

いちご薬局

北海道函館市

0138-47-2333

五稜郭調剤薬局

北海道函館市

0138-35-7722

ひまわり薬局

北海道室蘭市

0143-55-8931

北海道留萌市

0164-43-7001

たかはし薬局 本店

北海道釧路市

0154-24-8868

北海道ファーマライズ

北海道足寄郡

陸別薬局

陸別町

ふじい薬局
沼ノ端北調剤

北海道ファーマライズ
留萌大町薬局

川口薬局 本店
川口薬局 西春別支店
ファーマライズ薬局
石巻店

北海道標津郡
中標津町
北海道野付郡
別海町
宮城県石巻市

ファーマライズ薬局

宮城県仙台市

榴ヶ岡店

宮城野区

0156-27-3400
0153-72-3211
0153-77-1201
0225-92-6861
022-292-4116

店舗情報
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=410
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=413
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=481
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=466
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=469
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=455
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=473
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=1001
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=476
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=1301
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=478
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=194
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=920

薬局名
トラスト調剤薬局
しょうげん２丁目薬局
ながまち薬局
ファーマライズ薬局

所在地
宮城県仙台市
泉区
宮城県仙台市
泉区
宮城県仙台市
太白区

TEL
022-375-1443
022-772-2677
022-226-7063

福島県福島市

024-536-2525

福島県福島市

024-557-8855

福島県福島市

024-554-2266

福島県福島市

024-539-8989

福島県福島市

024-552-6135

福島県会津若松市

0242-39-3591

福島県いわき市

0246-45-1871

栃木県日光市

0288-70-3050

トリム薬局 前橋店

群馬県前橋市

027-290-3351

かじ町薬局

群馬県高崎市

027-326-8410

ファーマライズ薬局

埼玉県さいたま市

さいたま店

中央区

トリム薬局

埼玉県さいたま市

さいたま店

桜区

八島店
ファーマライズ薬局
泉店
ファーマライズ薬局
鎌田店
ファーマライズ薬局
南福島店
ファーマライズ薬局
卸町店
ファーマライズ薬局
飯盛店
ファーマライズ薬局
内郷店
鬼怒川調剤センター
たかとく薬局

ファーマライズ薬局
文京店
ファーマライズ薬局
西友ひばりヶ丘店
ファーマライズ薬局
吉祥寺店
みなみ薬局 大森店

048-855-0567
048-851-0081

東京都文京区

03-5812-7377

東京都西東京市

042-423-8060

東京都武蔵野市

0422-21-1188

東京都大田区

03-5767-4207

店舗情報
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=800
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=801
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=808
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=142
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=143
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=144
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=147
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=192
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=506
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=508
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=1201
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=514
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=724
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=108
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=119
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=116
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=1108
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=711
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=529

薬局名

所在地

ファーマライズ薬局

神奈川県横浜市

山手町店

中区

トリム薬局
白根大通店
トリム薬局
新発田西店
ファーマライズ薬局
三条店
白根センター薬局
ファーマライズ薬局
十日町店
ファーマライズ薬局
南砺店
ファーマライズ薬局
福光店
金沢ファーマライズ
薬局
沖町ファーマライズ
薬局
野々市ファーマライズ
薬局
ファーマライズ薬局
柚木店
みなみ薬局
ファーマライズ薬局
三方原店
ファーマライズ薬局
浜松店
ファーマライズ薬局
浜松中央店
ファーマライズ薬局
瀬戸店
ファーマライズ薬局
恵利原店
ファーマライズ薬局
鈴鹿店

TEL
045-628-4781

新潟県新潟市南区

025-370-6105

新潟県新発田市

0254-32-6550

新潟県三条市

0256-36-5378

新潟県新潟市南区

025-372-5151

新潟県十日町市

025-750-1245

富山県南砺市

0763-82-8827

富山県南砺市

0763-53-0787

石川県金沢市

076-251-6370

石川県金沢市

076-253-2796

石川県白山市

076-276-6638

静岡県静岡市葵区

054-267-2215

静岡県御殿場市

0550-83-6766

静岡県浜松市北区

053-430-0701

静岡県浜松市中区

053-412-7251

静岡県浜松市中区

053-450-1101

愛知県瀬戸市

0561-85-4189

三重県志摩市

0599-56-0101

三重県鈴鹿市

059-370-3770

店舗情報
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=181
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=523
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=524
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=204
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=551
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=130
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=162
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=225
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=152
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=190
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=207
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=121
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=301
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=113
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=150
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=199
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=177
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=112
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=134

薬局名

所在地

TEL

鈴鹿みなみ薬局

三重県鈴鹿市

059-370-6637

三重県四日市

059-349-0610

ファーマライズ薬局
日永店
ふじのもり薬局
さくら薬局
大阪みなみ薬局

京都府京都市
伏見区
大阪府大阪市
西淀川区
大阪府大阪市
北区

075-643-6000
06-4808-5040
06-6485-5661

新世薬局 新島店

兵庫県淡路市

0799-62-6338

新世薬局 納店

兵庫県洲本市

0799-25-5388

ファーマライズ株式会社
お問合せ先：事業統括部

電話：03-3362-7130（代表）

店舗情報
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=304
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=129
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=604
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=635
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=302
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=652
https://www.pharmarise.com/comp
any/store/store.php?store_id=667

