令和 4 年 6 月 13 日

「地域連携薬局」認定に関するご案内
2021 年 8 月 1 日に施行されました改正薬機法にて、
患者様がご自身に適した薬局を選択できるように、
「認定薬局制度」が導入されました。認定薬局とは、特定の機能を有する薬局のことで、
「地域連携薬局」
及び「専門医療機関連携薬局」の２種類があります。
外来受診時だけではなく、在宅医療への対応や入退院時を含
地域連携薬局

め、他の医療提供施設との服薬情報の一元的・継続的な情報
連携に対応できる薬局
がん等の専門的な薬学管理が必要な利用者に対して、他の医

専門医療機関連携薬局

療提供施設との密な連携を行いつつ、より高度な薬学管理
や、高い専門性が求められる特殊な調剤に対応できる薬局

2022 年 5 月末時点で、新たに 13 店舗が「地域連携薬局」の認定を受けましたので、以下の通りお
知らせいたします。弊社グループの地域連携薬局は、（北海道 13 店舗、宮城県 6 店舗、
福島県 8 店舗、茨城県 1 店舗、栃木県 1 店舗、群馬県 3 店舗、埼玉県 5 店舗、東京都 19 店舗、
神奈川県 3 店舗、新潟県 9 店舗、富山県 4 店舗、石川県 4 店舗、静岡県 6 店舗、愛知県 4 店舗、
岐阜県 1 店舗、三重県 4 店舗、京都府 1 店舗、大阪府 2 店舗、兵庫県 1 店舗、宮崎県 1 店舗）
合計 20 都道府県、96 店舗となりました。
地域連携薬局では、次のようなことが対応できます。
●患者様が安心して相談できる設備を備え、いつでも調剤が行える体制を整えています。
●地域連携が円滑に行えるように、地域包括ケアシステム精通した薬剤師を配置し、
在宅医療に対応できる体制を整えています。
●地域の薬局と連携して無菌調剤に対応できる体制を整えています。
●地域の医療提供施設に対し、医薬品情報を提供し、医薬品の適正使用に努めています。
弊社グループでは、より多くの患者様にご利用いただけるよう、今後も認定薬局を
増やして参ります。

記
１．新たに地域連携薬局認定となった店舗（13 店舗）
① 【ファーマライズ薬局 平和町店】
（認定日：令和 4 年 4 月 1 日）
〒921-8105 石川県金沢市平和町 3 丁目 8-21
（北鉄バス-平和町下車すぐ）
TEL 076-244-8445 FAX 076-244-8446
開局時間：月～金／8:30－17:00
土／8:30－12:30
日・祝／休
② 【川口薬局 西春別支店】
（認定日：令和 4 年 5 月 1 日）
〒088-2562 北海道野付郡別海町西春別駅前栄町 77
（JR 標茶駅より阿寒バス標津標茶線「憲隆寺前」下車徒歩 5 分）
TEL 0153-77-1201 FAX 0153-77-1271
開局時間：月～金／8:30－17:00
土／8:30－12:30
日・祝／休
③ 【ファーマライズ薬局 原市店】
（認定日：令和 4 年 5 月 2 日）
〒362-0022 埼玉県上尾市大字瓦葺 1161-5
（(1)JR 宇都宮線「東大宮」駅西口下車、
東武バス「原市団地循環」乗車約１０分「団地入口」下車徒歩１分
(2)ニューシャトル「沼南」駅下車、徒歩１５分）
TEL 048-722-5913 FAX 048-722-5977
開局時間：月～金／9:30－18:30
土／9:30－13:00
日・祝／休
④ 【さくら薬局 西淀川店】
（認定日：令和 4 年 5 月 2 日）
〒555-0023 大阪府大阪市西淀川区花川 1 丁目 17-13 横川ビル 1F
（ＪＲ塚本駅から徒歩 5 分）
TEL 06-4808-5040 FAX 06-4808-5041
開局時間：月・水～金／9:00－19:30
火／9:00－18:00
土／9:00－13:30
日・祝／休

⑤ 【ファーマライズ薬局 沼津店】
（認定日：令和 4 年 5 月 9 日）
〒410-0801 静岡県沼津市大手町 3 丁目 5-15 三井住友海上沼津ビル 1F
（JR 東海道線 JR 御殿場線の沼津駅より徒歩 3 分）
TEL 055-963-5787 FAX 055-963-5827
開局時間：月・火・木・金／9:00－18:00
水／9:00－17:00
土／9:00－13:00
日・祝／休
⑥ 【みなみ薬局 大森店】
（認定日：令和 4 年 5 月 12 日）
〒143-0016 東京都大田区大森北 1 丁目 34-5
（JR 京浜東北線 大森駅 徒歩 3 分）
TEL 03-5767-4207 FAX 03-5767-4208
開局時間：月～金／9:00－18:30
土／9:00－15:00
日・祝／休
⑦ 【ファーマライズ薬局 西友田無店】（認定日：令和 4 年 5 月 16 日）
〒188-0011 東京都西東京市田無町 2 丁目 1-1 LIVIN 田無店 1F
（西武新宿線 田無駅より徒歩 3 分）
TEL 042-466-1503 FAX 042-466-1503
開局時間：10:00－19:00
無休
⑧ 【あけぼの薬局】
（認定日：令和 4 年 5 月 16 日）
〒950-1208 新潟県新潟市南区杉菜 5-44
（新潟交通バス「簔口」から徒歩 5 分、馬場内科医院隣）
TEL 025-372-5155 FAX 025-372-5155
開局時間：月～金（第 2・4 木曜除く）／9:00－18:00
土（第 5 土曜除く）／9:00－13:00
第 2・4 木曜・第 5 土曜・日・祝／休
⑨ 【すみれ薬局】
（認定日：令和 4 年 5 月 23 日）
〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町 4 丁目 1-3
（西武池袋線小手指駅から徒歩 5 分）
TEL 04-2949-4384 FAX 04-2949-9106
開局時間：月～金／9:00－19:00
土／9:00－17:00
祝／9:00－13:00
日／休

⑩ 【神明台薬局】
（認定日：令和 4 年 5 月 24 日）
〒330-0065 埼玉県さいたま市浦和区神明 1 丁目 23-6
（JR 南浦和駅西口から徒歩 11 分）
TEL 048-823-7222 FAX 048-823-7223
開局時間：月・水～金／9:00－19:00
火／9:00－17:30
土／9:00－12:30
日・祝／休
⑪ 【ファーマライズ薬局 西友成増店】（認定日：令和 4 年 5 月 30 日）
〒175-0094 東京都板橋区成増 3 丁目 11-3 西友成増店 1F
（東武東上線 成増駅より徒歩 1 分）
TEL 03-3976-2852 FAX 03-3976-2852
開局時間：月～土／9:00－19:00
日・祝／休
⑫ 【ファーマライズ薬局 三鷹店】
（認定日：令和 4 年 5 月 30 日）
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 2 丁目 6-24 エトワール下連雀 1F
（JR 中央線吉祥寺駅よりバス 11 分 「明星学園入口」下車徒歩 4 分
JR 中央線三鷹駅よりバス 6 分 「仲町通り」下車徒歩 3 分）
TEL 0422-43-7500 FAX 0422-43-5860
開局時間：月～水・金／9:00－18:30
木／9:00－17:00
土／9:00－14:00

日・祝／休

⑬ 【ファーマライズ薬局 川辺町店】
（認定日：令和 4 年 5 月 31 日）
〒509-0305 岐阜県加茂郡川辺町西栃井 1232-2
（JR 高山本線中川辺駅から南へ歩いて約 10 分、
名鉄広見線日本ライン今渡駅から車で約 20 分）
TEL 0574-52-0058 FAX 0574-52-0059
開局時間：月～水・金／9:00－19:00
木／9:00－17:00
土／9:00－13:00

日・祝／休

２．これまでに認定となっている店舗（83 店舗）
薬局名

所在地

TEL

ふじい薬局 柳町店

北海道苫小牧市

0144-57-0888

店舗情報
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=406

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

ふじい薬局 沼ノ端北調剤

北海道苫小牧市

0144-53-3600

ふじい薬局 沼ノ端店

北海道苫小牧市

0144-57-7271

ふじい薬局 早来大町店

北海道勇払郡安平町

0145-22-3255

ふじい薬局 緑ヶ丘店

北海道苫小牧市

0144-31-6111

ふじい薬局 旭町店

北海道苫小牧市

0144-33-5561

ふじい薬局 三光町店

北海道苫小牧市

0144-35-0711

あいあい薬局

北海道伊達市

0142-22-2626

北海道留萌市

0164-43-7001

北海道留萌市

0164-49-2727

北海道足寄郡陸別町

0156-27-3400

宮城県石巻市

0225-92-6861

北海道ファーマライズ
留萌大町薬局
セントラル薬局
北海道ファーマライズ
陸別薬局
ファーマライズ薬局
石巻店
ファーマライズ薬局

宮城県仙台市

榴ヶ岡店

宮城野区

トラスト調剤薬局

宮城県仙台市泉区

022-375-1443

しょうげん２丁目薬局

宮城県仙台市泉区

022-772-2677

銀杏町トラスト調剤薬局
ながまち薬局
ファーマライズ薬局
泉店
ファーマライズ薬局
鎌田店

宮城県仙台市
宮城野区

022-292-4116

022-292-1577

宮城県仙台市太白区

022-226-7063

福島県福島市

024-557-8855

福島県福島市

024-554-2266

店舗情報
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=410
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=413
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=407
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=479
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=414
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=420
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=481
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=456
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=473
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=464
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=476
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=194
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=920
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=800
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=801
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=803
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=808
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=143
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=144

所在地

TEL

福島県福島市

024-539-8989

福島県福島市

024-526-4555

福島県福島市

024-528-2855

福島県福島市

024-552-6135

福島県会津若松市

0242-39-3591

福島県会津若松市

0242-38-3200

茨城県水戸市

029-304-5336

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

たんぽぽ薬局

群馬県高崎市

027-310-1921

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

薬局名
ファーマライズ薬局
南福島店
ファーマライズ薬局
大町店
ファーマライズ薬局
入江店
ファーマライズ薬局
卸町店
ファーマライズ薬局
飯盛店
トリム薬局 山鹿店
ファーマライズ薬局
水戸店
鬼怒川調剤センター
たかとく薬局

トリム薬局 さいたま店

埼玉県さいたま市
桜区

ファーマライズ薬局

埼玉県さいたま市

見沼店

見沼区

ファーマライズ薬局
湯島店
ファーマライズ薬局
東上野店
ファーマライズ薬局
文京店
ファーマライズ薬局
浅草店
ファーマライズ薬局
西友ひばりヶ丘店

048-855-0567
048-851-0081
048-680-3580

東京都文京区

03-3832-1606

東京都台東区

03-3831-2677

東京都文京区

03-5812-7377

東京都台東区

03-5808-1827

東京都西東京

042-423-8060

店舗情報
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=147
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=148
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=149
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=192
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=506
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=507
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=197
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=1201
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=514
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=724
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=727
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=108
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=119
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=235
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=101
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=104
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=116
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=210
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=1108

所在地

TEL

東京都武蔵野市

0422-21-1188

キタマチ薬局

東京都練馬区

03-3934-0405

マイネ薬局

東京都練馬区

03-5945-8561

東京都大田区

03-5753-3145

東京都北区

03-3912-5161

東京都千代田区

03-5817-7155

東京都江東区

03-5627-7181

東京都新宿区

03-5919-7727

東京都八王子市

042-660-8341

薬局名
ファーマライズ薬局
吉祥寺店

みなみ薬局
サンフラワー店
ファーマライズ薬局
東十条店
ファミリーマート＋ファーマ
ライズ薬局 末広町店
薬ヒグチ薬局
亀戸東口店
薬ヒグチ薬局
新宿御苑前店
薬のヒグチ薬局
北八王子店
ファーマライズ薬局

神奈川県横浜市

山手町店

中区

ファーマライズ薬局

神奈川県横浜市

新山下店

中区

ファーマライズ薬局

神奈川県横浜市

青葉台店

青葉区

トリム薬局 新発田店

新潟県新発田市

0254-21-3485

トリム薬局 白根大通店

新潟県新潟市南区

025-370-6105

トリム薬局 新発田西店

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

新潟県上越市

025-531-0667

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
トリム薬局 春日新田店

045-628-4781
045-629-0187
045-988-5351

店舗情報
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=711
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=721
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=722
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=528
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=230
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=1101
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=5110
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=8875
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=9729
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=181
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=183
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=231
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=520
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=523
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=524
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=204
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=551
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=130
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=193

薬局名

所在地

TEL

トリム薬局 新井店

新潟県妙高市

0255-72-4193

富山県南砺市

0763-82-8827

富山県魚津市

0765-23-2170

富山県氷見市

0766-74-0277

富山県南砺市

0763-53-0787

金沢ファーマライズ薬局

石川県金沢市

076-251-6370

沖町ファーマライズ薬局

石川県金沢市

076-253-2796

野々市ファーマライズ薬局

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

愛知県一宮市

0586-63-3550

愛知県一宮市

0586-47-7081

愛知県一宮市

0586-47-7837

愛知県豊川市

0533-80-7537

三重県鈴鹿市

059-370-3770

三重県鈴鹿市

059-375-1566

ファーマライズ薬局
南砺店
ファーマライズ薬局
魚津店
ファーマライズ薬局
氷見店
ファーマライズ薬局
福光店

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
一宮奥町店
ファーマライズ薬局
いまいせ店
ファーマライズ薬局
一宮西店
ファーマライズ薬局
豊川店
ファーマライズ薬局
鈴鹿店
ファーマライズ薬局
鈴鹿住吉店

店舗情報
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=502
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=162
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=211
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=216
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=225
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=152
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=190
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=207
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=121
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=301
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=113
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=150
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=199
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=135
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=205
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=212
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=214
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=134
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=155

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

京都府京都市東山区

075-525-7700

大阪府豊中市

06-6335-0077

兵庫県伊丹市

072-772-3685

宮崎県宮崎市

0985-61-6255

ファーマライズ薬局
日永店
ファーマライズ薬局
東山七条店
さくら薬局
阪急庄内駅前店
サクラ薬局 タミー店
ファーマライズ薬局
宮崎店

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/compan
y/store/store.php?store_id=304
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=129
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=606
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=624
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=671
https://www.pharmarise.com/compan
y/store/store.php?store_id=223

