
名称 住所 電話番号

アスター薬局 甲府市上石田1-12-20-101 055-244-8515

あめみや調剤薬局 甲府市下小河原町30番地7 055-241-4421

たから薬局 甲府市宝2-25-10 055-225-3206

有限会社　漢方堺屋薬局 甲府市中央四丁目4番14号 055-232-2226

調剤薬局ツルハドラッグ甲府徳行店 甲府市徳行2-17-3 055-244-2768

井出薬局 甲府市南口町6番地14 055-254-7261

アーク調剤薬局　グリーンタウン店 甲府市向町202番地1グリーンタウン甲府東内 055-244-3457

共創未来　甲府中央薬局 甲府市朝気1-93-2 055-269-6805

洗心堂薬局 甲府市朝気3-18-5　洗心ビル2階 055-267-5130

クスリのサンロード薬局　後屋店 甲府市後屋町446-1 055-288-1226

しらゆり調剤薬局 甲府市古府中町4810-1 055-234-5121

十字堂ないとう薬局　貢川店 甲府市新田町10-25 055-267-6760

有）日眼甲府薬局 住吉店 甲府市住吉1-11-22 055-237-9218

甲典堂板山薬局 甲府市住吉1-2-17 055-233-4287

アーク調剤薬局　甲府住吉店 甲府市住吉4-12-5 055-242-8017

光和堂調剤薬局 甲府市中央5-5-8 055-221-3210

共創未来　西下条薬局 甲府市西下条町17 055-298-4527

みさき薬局　小瀬 甲府市増坪町541-1 055-242-7370

一般財団法人医薬分業支援センター甲府北薬局 甲府市美咲2-10-16 055-252-0623

みどり薬局　緑が丘店 甲府市緑が丘2-2-16 055-254-1177

フクシマヤ薬局 甲府市伊勢1-4-5 055-232-6241

正和堂薬局 甲府市塩部1-11-11 055-251-3933

アルプス薬局 甲府市塩部4-13-23 055-251-2767

みさき薬局　塩部 甲府市塩部4-13-9 055-225-6833

有）フロイント 塩部薬局 甲府市塩部4-14-1 055-240-6251

株）ウエノ ウエノ塩部薬局 甲府市塩部4-4-8 055-255-5025

株）日医調剤 相川調剤薬局 甲府市屋形2-1-7 055-252-3650

米永薬局 甲府市下小河原町231-4 055-241-3946

アーク調剤薬局 石田店 甲府市下石田2-1-14 055-287-7778

株）ウエノ ウエノ南薬局 甲府市下曽根町518 055-288-1122

株）みやび みやび甲府薬局 甲府市下飯田2-3-31 055-225-2226

サンロード調剤　丸の内店 甲府市丸の内1-16-11 055-235-4915

有）日眼甲府薬局 甲府市丸の内2-25-9 055-228-8031

アトム薬局　大里店 甲府市宮原町211-1 055-269-8493

ミルキッズ調剤薬局 甲府市宮原町字岡田2001 055-243-6500

セキテイ調剤薬局 後屋店 甲府市古上条町12-5 055-243-8931

アーク調剤薬局　甲府向町店 甲府市向町259-1 055-234-5555

公益社団法人甲府市薬剤師会　救急調剤薬局 甲府市幸町14-6 055-236-4200

幸町薬局 甲府市幸町25-1 055-233-7140

ひまわり薬局 甲府市荒川1-11-12 055-253-1175

もも薬局 甲府市荒川2-7-3 055-251-6158

ウエルシア薬局　甲府和戸店 甲府市国玉町328-1 055-231-8105



名称 住所 電話番号

あおぞら薬局 国母店 甲府市国母1-22-24 055-222-2857

株）ウエノ ウエノ薬局 甲府市国母1-4-7 055-222-2131

ハートフル薬局国母店 甲府市国母5-16-19 055-298-6011

セキテイ調剤薬局　甲府昭和店 甲府市国母7-4-13 055-236-8934

わかば薬局 甲府市国母8-27-13 055-230-1900

アイセイ薬局 国母店 甲府市国母8-28-18 055-288-1188

ハートフル薬局　甲府東店 甲府市砂田町10-2 055-267-6617

マリィ薬局 甲府市砂田町1159-4 055-234-5679

のぞみ薬局 甲府市山宮町885-3 福島店舗1号室 055-251-1193

健康堂調剤薬局 山宮店 甲府市山宮町88-8 055-254-6606

仁助堂薬局 甲府市若松町11-1 055-235-4168

ウエルシア薬局　甲府若松店 甲府市若松町8-6 055-236-6606

有）酒折薬局 甲府市酒折1-16-21 055-235-0992

アイセイ薬局 小瀬店 甲府市小瀬町1142-3 055-242-2311

株）赤岡綜合薬局 小瀬店 甲府市小瀬町281 055-242-0678

アーク調剤薬局 上阿原店 甲府市上阿原町446-1-A 055-223-7706

カワチ薬局 小瀬店 甲府市上町2425-1 055-242-2720

健康堂調剤薬局 城東店 甲府市城東4-13-11 055-227-6606

株式会社日医調剤　城東薬局 甲府市城東4-17-5 055-227-6606

有）ハタノ薬局 城東店 甲府市城東5-17-22 055-221-2260

みさき薬局　ウェルサイド千塚 甲府市千塚1-9-25 055-244-8831

調剤薬局ツルハドラッグ甲府千塚店 甲府市千塚4-3-27 055-255-2350

アイセイ薬局　善光寺店 甲府市善光寺1-25-5 055-269-8877

アーク調剤薬局 相生店 甲府市相生2-8-15 今井ﾋﾞﾙ1階 055-221-2206

たいよう薬局 甲府市増坪町416 055-269-5550

一般財団法人医薬分業支援センター 甲府南薬局 甲府市増坪町447-1 055-220-2521

共創未来　甲府薬局 甲府市増坪町531-3 055-242-0013

甲府調剤センター 甲府市増坪町531-4 055-242-0081

ミキ薬局 甲府南店 甲府市増坪町堰向829-5 055-220-2431

甲府グリーン薬局 甲府市増坪町字阿原田5074 055-243-8607

ウエルシア薬局　大里店 甲府市大里町1834 055-241-5530

健康堂調剤薬局 大国店 甲府市大里町1862 055-243-7806

株）中沢薬局　甲府オオサト店 甲府市大里町2331-48 055-268-3800

みやび薬局　おおくに店 甲府市大里町5207-2 エアリクス甲府1F 055-236-9374

くるみ薬局 甲府市池田1-11-5 055-269-8923

健康堂調剤薬局 池田店 甲府市池田1-2-7 055-252-5506

ウエノ中央薬局 甲府市中央1-11-10 055-223-2265

新海薬局 甲府市中央2-5-32 055-232-1368

有）ハタノ薬局 甲府市中央4-4-24 055-233-2649

十字堂ないとう薬局 甲府市中村町13-4 055-226-6013

藤田薬局 甲府市朝日1-3-12 甲府北口第1生命ﾋﾞﾙ1階 055-254-7716

朝日調剤薬局 甲府市朝日1-6-1 055-254-4359

サンロード調剤 甲府市朝日3-11-30 055-220-3610

日本調剤　横沢薬局 甲府市朝日3-11-30 055-220-3120

ウエルシア薬局　甲府池田店 甲府市長松寺町1-9 055-236-3825

あおぞら薬局 天神町店 甲府市天神町13-13 055-240-6500



名称 住所 電話番号

ふれあい薬局 甲府市東下条町87-1 055-268-3600

有）日眼甲府薬局 湯村支店 甲府市湯村1-9-23 055-252-9992

小沢薬局 甲府市湯田2-1-19 055-233-3458

小沢薬局 南甲府駅前店 甲府市湯田2-19-5 055-287-6680

ヤマグチ薬局 甲府店 甲府市徳行1-7-35 ﾘﾗ･ｺｰﾄ1F 055-236-0700

ウエルシア薬局　甲府徳行店 甲府市徳行2-14-23 055-236-6631

内藤薬局 飯田店 甲府市飯田1-1-22 055-228-2961

あおぞら薬局 富士見店 甲府市飯田2-3-6 055-225-0003

株式会社ウエノ　ウエノ美咲薬局 甲府市美咲1-1-26 055-298-6451

美咲調剤薬局 甲府市美咲1-8-7 055-254-1901

ケーツーメディカル株式会社　国立病院前薬局 甲府市美咲2-10-19 055-255-5055

ウエルシア薬局　甲府富士見店 甲府市富士見1-22-7 055-255-1505

ウエノ薬局　富士見店 甲府市富士見1-4-52 055-269-6833

さくら調剤薬局　甲府店 甲府市富士見1-5-19 055-298-6511

サンロード調剤 富士見店 甲府市富士見1-5-20 055-220-3588

みどり薬局 富士見店 甲府市富士見1-5-21 055-255-1122

調剤薬局ツルハドラッグ 甲府富士見店 甲府市富士見1-6-13 055-255-3268

甲府調剤センター 県病院前 甲府市富士見1-7-34 055-255-6121

さと薬局 甲府市富竹1-11-10 055-225-5171

アーク調剤薬局　甲府西店 甲府市富竹1-3-13 055-298-4677

ウエルシア薬局　甲府武田店 甲府市武田1-4-31 055-255-2550

みさき薬局　武田 甲府市武田3-7-1 ﾀｸﾏﾋﾞﾙ1F 055-269-6868

あすなろ甲府薬局 甲府市宝1-9-1 読売ﾋﾞﾙ内 055-228-4024

みさき薬局 北口 甲府市北口1-1-3 ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ1F 055-220-3222

マルジン薬局 北口店 甲府市北口1-6-8 055-251-9445

みさき薬局　甲府北口 甲府市北口2-9-12 ﾆｼｺｰ北口駅前ﾋﾞﾙ1F 055-288-9200

株）赤岡綜合薬局　北口店 甲府市北口3-1-2 055-252-4595

みさき薬局 北新 甲府市北新1-1-19 055-267-8877

宮坂薬局 甲府市北新2-10-24 055-252-3638

みさき薬局　里吉 甲府市里吉2-6-27 055-225-6500

ドラッグストアー健康館サワ 甲府市和戸町1002-3 055-235-4193

日本調剤　和戸薬局 甲府市和戸町620-1 055-236-2330

日本調剤　甲府薬局 甲府市和戸町685-3 055-220-1050


