
公開用・薬局（町名コード順） 192件

申請者（法人の場合、主たる所在地）施設名 電話番号所在地 許可期間許可番号

坂本町 2件

法人有限会社あい薬局 046-（827)-1241横須賀市坂本町　２－３１　　1 令和6年9月14日有限会社あい薬局(横須賀市坂本町２－３１)１０２５７ 平成30年9月15日 ～

法人有限会社ヒロ薬局 046-（822)-1492横須賀市坂本町　３－４２　　2 令和10年12月14日有限会社ヒロ薬局(横須賀市坂本町３－４２)１０２３２ 令和4年12月15日 ～

汐入町 4件

個人ベイサイド薬局 046-（821)-4288横須賀市汐入町　２－２－１２　　3 令和8年4月15日村上宏明(個人開設)１０３５５ 令和2年4月16日 ～

法人有限会社石黒薬局 046-（822）-0807横須賀市汐入町　２－３７　　4 令和8年2月13日有限会社石黒薬局(横須賀市汐入町２－３７)１０４２９ 令和2年2月14日 ～

法人汐入薬局 046-（827）-2267横須賀市汐入町　２－３９　　5 令和8年1月31日株式会社わかば(横浜市港北区新横浜２－２
－１０)

１０４２５ 令和2年2月1日 ～

法人ハックドラッグ汐入薬局 046-（828）-8900横須賀市汐入町　２－７－１　　6 令和10年8月31日ウエルシア薬局株式会社(東京都千代田区
外神田２丁目２番１５号)

１０４６１ 令和4年9月1日 ～

本町 2件

法人新成薬局本町店 046-（876）-8261横須賀市本町　１－１１－４　　7 令和7年2月28日株式会社フィールドファーマシー(東京都中央
区八重洲２－５－１２)

１０４９０ 平成31年3月1日 ～

法人イオン薬局イオンスタイル横須賀 046-（826）-3111横須賀市本町　２－１－１２　　コースカベイ
サイドストアーズ２Ｆ

8 令和8年2月28日イオンリテールストア株式会社(千葉県千葉市
美浜区中瀬一丁目５番地１)

１０５０４ 令和2年3月1日 ～

大滝町 6件
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申請者（法人の場合、主たる所在地）施設名 電話番号所在地 許可期間許可番号

法人インテルみかさ薬局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　

046-（828)-8121横須賀市大滝町　１－２１　　ジュネス横須賀
１階

9 令和7年10月31日株式会社ＩｎｔｅｒｎａｚｉｏｎａｌｅＹＯＫＯＨＡＭＡ
(横須賀市大滝町１－２１ジュネス横須賀)

１０３５０ 令和1年11月1日 ～

法人ラッコ調剤薬局 046-（854）-4690横須賀市大滝町　１－９　　10 令和7年11月7日株式会社ラッコ調剤(横須賀市大滝町１丁目９
番地)

１０５００ 令和1年11月8日 ～

法人日本調剤三笠通り薬局 046-（828）-3050横須賀市大滝町　２－２３　　11 令和5年7月13日日本調剤株式会社(東京都千代田区丸の内１
－９－１)

１０３９２ 平成29年7月14日 ～

法人三笠ビル栗田薬局 046-（822)-3721横須賀市大滝町　２－２４　　12 令和6年4月9日栗田薬品株式会社(横須賀市大滝町２－２４)１００１０ 平成30年4月10日 ～

法人共創未来横須賀薬局 046-（824）-7412横須賀市大滝町　２－４－５　　13 令和7年10月31日株式会社ファーマみらい(東京都世田谷区代
沢五丁目２番１号)

１０４１９ 令和1年11月1日 ～

法人ココカラファイン薬局リドレ横須賀店 046-（828）-5130横須賀市大滝町　２－６　　14 令和10年1月31日株式会社ココカラファインヘルスケア(横浜市
港北区新横浜３－１７－６イノテックビル９階)

１０４５６ 令和4年2月1日 ～

緑が丘 1件

法人日本調剤緑が丘薬局 046-（821)-0171横須賀市緑が丘　１－１　　15 令和6年3月27日日本調剤株式会社(東京都千代田区丸の内１
－９－１)

１０１００ 平成30年3月28日 ～

若松町 6件

法人有限会社新共薬局 046-（822)-1239横須賀市若松町　１－１　　16 令和6年6月4日有限会社新共薬局(横須賀市若松町１－１)１００２６ 平成30年6月5日 ～

法人新成薬局若松店 046-（821）-1738横須賀市若松町　１－１０　　第１野口ビル１
－１

17 令和7年2月28日株式会社フィールドファーマシー(東京都中央
区八重洲２－５－１２)

１０４８８ 平成31年3月1日 ～

法人ハックドラッグ横須賀中央薬局 046-（827）-8912横須賀市若松町　２－４　　田丸屋ビル18 令和10年8月31日ウエルシア薬局株式会社(東京都千代田区
外神田２丁目２番１５号)

１０４６０ 令和4年9月1日 ～

法人日本調剤横須賀中央薬局 046-（876）-8634横須賀市若松町　２－５－３　　矢島ビル１階19 令和8年3月11日日本調剤株式会社(東京都千代田区丸の内１
－９－１)

１０５０７ 令和2年3月12日 ～
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法人薬樹薬局若松
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

046-（824)-5350横須賀市若松町　２－７　　藤田ビル２階20 令和11年3月31日薬樹株式会社(神奈川県大和市西鶴間１－９
－１８)

１０３１６ 令和5年4月1日 ～

法人クリエイト薬局横須賀中央店 046-（828）-3821横須賀市若松町　２－８　　セントラルホテ
ル１階

21 令和7年5月31日株式会社クリエイトエス・ディー(横浜市青葉区
荏田西２－３－２)

１０４９３ 令和1年6月1日 ～

日の出町 1件

法人さつき薬局 046-（820)-3107横須賀市日の出町　１－７　　22 令和6年7月16日大成メディカル株式会社(横須賀市内川２－５
－５０)

１０２０５ 平成30年7月17日 ～

米が浜通 9件

法人新成薬局本店 046-（820）-1510横須賀市米が浜通　１－１７　　ＹＭＢＬＤＧ23 令和7年2月28日株式会社フィールドファーマシー(東京都中央
区八重洲２－５－１２)

１０４８４ 平成31年3月1日 ～

法人新成薬局本店二番館 046-（874）-6828横須賀市米が浜通　１－１７　　24 令和7年2月28日株式会社フィールドファーマシー(東京都中央
区八重洲２－５－１２)

１０４８９ 平成31年3月1日 ～

法人オリーブ薬局米が浜店 046-（874）-5200横須賀市米が浜通　１－１７－１０　　25 令和9年10月31日株式会社アインファーマシーズ(北海道札幌
市白石区東札幌５条２丁目４番３０号)

１０４５３ 令和3年11月1日 ～

法人さくら薬局横須賀米が浜店 046-（874）-8573横須賀市米が浜通　１－１７－４　　26 令和7年11月10日クラフト株式会社(東京都千代田区丸の内１
－１－１パレスビル１０階)

１０４２２ 令和1年11月11日 ～

法人セイムス大通薬局 046-（825)-5984横須賀市米が浜通　１－１８　　27 令和5年8月31日株式会社富士薬品(埼玉県さいたま市大宮区
桜木町４－３８３)

１０３２３ 平成29年9月1日 ～

法人なの花薬局米が浜店 046-（829）-0885横須賀市米が浜通　１－１８　　28 令和7年8月31日株式会社なの花東日本(東京都港区虎ノ門１
－１－１８)

１０４９７ 令和1年9月1日 ～

法人なぎさ薬局 046-（825)-3008横須賀市米が浜通　１－４　　29 令和6年4月1日有限会社プラージュ(横須賀市岩戸２－４－
１０)

１０３３０ 平成30年4月2日 ～

法人日本調剤米が浜薬局 046-（828）-3731横須賀市米が浜通　１－８－６　　30 令和6年1月16日日本調剤株式会社(東京都千代田区丸の内１
－９－１)

１０３２７ 平成30年1月17日 ～
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法人アイン薬局米が浜店 046-（828）-4630横須賀市米が浜通　１－８－７　　31 令和9年10月31日株式会社アインファーマシーズ(北海道札幌
市白石区東札幌５条２丁目４番３０号)

１０４５４ 令和3年11月1日 ～

安浦町 5件

個人海岸薬局 046-（822）-1364横須賀市安浦町　１－７　　32 令和7年3月30日川島弘久(個人開設)１０３４２ 平成31年3月31日 ～

法人あんこ薬局 046-（828）-3773横須賀市安浦町　２－１９　　33 令和9年9月3日株式会社ＭＯＮＡＫＡ(横須賀市安浦町２－
１９)

１０３７８ 令和3年9月4日 ～

法人サン調剤薬局 046-（825)-8484横須賀市安浦町　２－２　　朝比奈ビル１階34 令和5年9月9日有限会社サン(横須賀市安浦町２－２)１００４２ 平成29年9月10日 ～

法人日本調剤平成薬局 046-（821)-1640横須賀市安浦町　３－１３　　35 令和7年11月30日日本調剤株式会社(東京都千代田区丸の内１
－９－１)

１０３５１ 令和1年12月1日 ～

法人のぞみ薬局 046-（884）-8626横須賀市安浦町　３－２４－２　　36 令和8年3月10日株式会社アキラ・コーポレーション(横須賀市
安浦町３－２４－２)

１０４３３ 令和2年3月11日 ～

三春町 3件

法人新成薬局三春店 046-（828）-8800横須賀市三春町　１－７　　37 令和7年2月28日株式会社フィールドファーマシー(東京都中央
区八重洲２－５－１２)

１０４８５ 平成31年3月1日 ～

法人セブンス薬局堀ノ内店 046-（828)-5001横須賀市三春町　３－２４－６　　－１Ｂ38 令和6年8月30日株式会社セカンドセブン(千葉県市川市南八
幡４－１４－５オータムヒルズ１Ｂ)

１０２５５ 平成30年8月31日 ～

法人トマト薬局堀ノ内店 046-（825)-4316横須賀市三春町　３－４６　　39 令和5年10月3日有限会社メディカルトマト(横浜市神奈川区
松ヶ丘４６－１０)

１０２４４ 平成29年10月4日 ～

上町 7件

法人ナガセ薬局 046-（822)-0980横須賀市上町　１－６４　　40 令和9年12月3日有限会社ナガセ(横須賀市上町１－６４)１００６４ 令和3年12月4日 ～

法人トコロ薬局上町店 046-（825)-6300横須賀市上町　２－１８　　41 令和10年10月1日有限会社所薬局(横須賀市深田台３４)１００５８ 令和4年10月2日 ～
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法人クリタ調剤薬局 046-（822）-0237横須賀市上町　２－２０　　42 令和7年9月30日栗田薬品株式会社(横須賀市大滝町２－２４)１０４９９ 令和1年10月1日 ～

法人薬樹薬局うわまち 046-（828）-8820横須賀市上町　２－２０　　高梨ビル１階43 令和6年12月4日薬樹株式会社(神奈川県大和市西鶴間１－９
－１８)

１０４０９ 平成30年12月5日 ～

法人有限会社関口調剤薬局 046-（824)-5885横須賀市上町　２－３　　44 令和6年1月23日有限会社関口調剤薬局(横須賀市上町２－３)１００６１ 平成30年1月24日 ～

法人なぎさ薬局上町店 046-（828)-5335横須賀市上町　２－７－４　　45 令和9年5月5日有限会社プラージュ(横須賀市岩戸２－４－
１０)

１０２８８ 令和3年5月6日 ～

法人セイムス上町薬局 046-（821)-0628横須賀市上町　３－１４　　46 令和5年8月31日株式会社富士薬品(埼玉県さいたま市大宮区
桜木町４－３８３)

１０３２２ 平成29年9月1日 ～

鶴が丘 1件

法人わかばアサヒ薬局 046-（822）-5216横須賀市鶴が丘　２－３－７　　47 令和10年3月13日株式会社わかば(横浜市港北区新横浜２－２
－１０)

１０５２０ 令和4年3月14日 ～

汐見台 1件

法人有限会社ミトミ薬局 046-（823)-7088横須賀市汐見台　２－２－１　　48 令和10年11月30日有限会社ミトミ薬局(横須賀市汐見台２－２－
１)

１００１８ 令和4年12月1日 ～

佐野町 1件

法人さの薬局 046-（876）-5563横須賀市佐野町　４－５１　　49 令和10年7月10日有限会社杏門(横須賀市馬堀海岸３－２６－
８)

１０５２３ 令和4年7月11日 ～

追浜本町 7件

法人日本調剤追浜薬局 046-（866）-2677横須賀市追浜本町　１－１－２３　　50 令和5年7月18日日本調剤株式会社(東京都千代田区丸の内１
－９－１)

１０３９３ 平成29年7月19日 ～
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法人ツバサ薬局 046-（865)-2026横須賀市追浜本町　１－１－３５　　51 令和7年5月31日有限会社ツバサ薬局(横須賀市追浜本町１－
１)

１０２６６ 令和1年6月1日 ～

法人クローバー薬局 046-（869)-1275横須賀市追浜本町　１－２３－６　　52 令和10年1月28日有限会社フォーワード(横須賀市森崎４－２－
１７)

１０２２０ 令和4年1月29日 ～

法人ひばり薬局追浜店 046-（869）-0075横須賀市追浜本町　１－２８－５　　サンビー
チ追浜４階

53 令和10年2月14日株式会社イワイ(横須賀市追浜本町１－２８－
５サンビーチ追浜４階)

１０３７９ 令和4年2月15日 ～

法人セブンス薬局追浜店 046-（827)-6770横須賀市追浜本町　１－３９－１　　54 令和8年5月7日株式会社サードセブン(横浜市金沢区瀬戸３
－４５)

１０３５７ 令和2年5月8日 ～

法人ネモフィラ薬局 046-（874）-8748横須賀市追浜本町　１－４０　　１階55 令和7年4月9日ユナイテッドメディカル株式会社(横須賀市追
浜本町一丁目４０番地)

１０４９１ 平成31年4月10日 ～

個人草場漢方薬局 046-（845）-9741横須賀市追浜本町　１－６１　　56 令和6年7月31日草場功次(個人開設)１０４７９ 平成30年8月1日 ～

浦郷町 1件

法人クローバー薬局浦郷店 046-（869)-4331横須賀市浦郷町　３－７０　　57 令和7年2月27日有限会社フォーワード(横須賀市森崎４－２－
１７)

１０２６２ 平成31年2月28日 ～

追浜東町 1件

法人有限会社松本薬局 046-（865)-3410横須賀市追浜東町　３－４２　　58 令和10年8月16日有限会社松本薬局(横須賀市追浜東町３－
４２)

１０１０３ 令和4年8月17日 ～

追浜町 4件

法人日の出薬局 046-（865）-3380横須賀市追浜町　３－１－９　　59 令和7年7月31日株式会社サン薬局(横浜市港南区港南台四
丁目７番２９号)

１０４１６ 令和1年8月1日 ～

法人クローバー薬局銀座通り店 046-（869)-0671横須賀市追浜町　３－１４－９　　60 令和10年3月1日有限会社フォーワード(横須賀市森崎４－２－
１７)

１０３０４ 令和4年3月2日 ～
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法人ウイング湘南薬局追浜店 046-（865）-1733横須賀市追浜町　３－２　　61 令和6年11月30日株式会社アポステータス(埼玉県北葛飾郡松
伏町築比地７９５番地１)

１０４０８ 平成30年12月1日 ～

法人サカイヤ薬局追浜駅前店 046-（866）-7440横須賀市追浜町　３－８　　62 令和11年2月28日株式会社サカイヤ(横浜市金沢区六浦４－１７
－３２)

１０１２０ 令和5年3月1日 ～

湘南鷹取 1件

法人湘南鷹取薬局 046-（865）-8710横須賀市湘南鷹取　４－５－２　　63 令和8年1月31日株式会社相川総業(東京都大田区萩中一丁
目４番２３号)

１０５０３ 令和2年2月1日 ～

船越町 6件

法人コトブキ調剤薬局横須賀店 046-（860）-1681横須賀市船越町　１－１２　　64 令和11年1月31日株式会社コミュニティメディカル(東京都豊島
区上池袋１－３８－１０不二ビル１０１)

１０５２５ 令和5年2月1日 ～

法人マルフジ鶴見薬局 046-（861)-4520横須賀市船越町　１－４３　　65 令和5年12月2日有限会社マルフジ(横須賀市船越町１－４３)１０１１５ 平成29年12月3日 ～

法人有限会社大草弘真堂薬局 046-（861)-3355横須賀市船越町　１－４５　　66 令和11年1月31日有限会社大草弘真堂薬局(横須賀市船越町
１－４５)

１０２３３ 令和5年2月1日 ～

法人スター薬局 046-（876）-7873横須賀市船越町　１－５５－１１　　67 令和9年10月31日株式会社メディカルロード(横浜市西区戸部町
２－４０－１メルディア横濱桜木町２０６号室)

１０５１６ 令和3年11月1日 ～

法人千種薬局 046-（860)-0766横須賀市船越町　１－５８－７　　68 令和10年2月18日有限会社プログレス(横須賀市芦名２－２４－
３１)

１０３０３ 令和4年2月19日 ～

法人マルフジ鶴見薬局駅前店 046-（874）-6696横須賀市船越町　５－３－３　　69 令和10年9月23日有限会社マルフジ(横須賀市船越町１－４３)１０５２４ 令和4年9月24日 ～

西逸見町 1件

法人共創未来逸見薬局 046-（826）-3460横須賀市西逸見町　１－５　　70 令和7年10月31日株式会社ファーマみらい(東京都世田谷区代
沢五丁目２番１号)

１０４２１ 令和1年11月1日 ～
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東逸見町 1件

法人スズキ薬局 046-（822)-0508横須賀市東逸見町　２－２　　71 令和7年3月25日有限会社鈴木一生薬局(横須賀市東逸見町
２－２－１０)

１０２６４ 平成31年3月26日 ～

公郷町 2件

法人湘南調剤薬局 046-（851）-0815横須賀市公郷町　１－５３－４６　　72 令和8年10月13日有限会社湘南調剤薬局(横須賀市公郷町１
－５６－３)

１０４４１ 令和2年10月14日 ～

法人有限会社公郷薬局 046-（851)-1031横須賀市公郷町　２－２　　73 令和6年4月6日有限会社公郷薬局(横須賀市公郷町２－２)１００７８ 平成30年4月7日 ～

衣笠栄町 8件

法人クリエイト薬局横須賀衣笠店 046-（850）-5275横須賀市衣笠栄町　１－１２　　モンテエス
カリエ１階

74 令和10年9月8日株式会社クリエイトエス・ディー(横浜市青葉区
荏田西２－３－２)

１０３８９ 令和4年9月9日 ～

法人有限会社衣笠調剤薬局 046-（852)-0438横須賀市衣笠栄町　１－２０　　75 令和5年4月30日有限会社衣笠調剤薬局(横須賀市衣笠栄町
１－２０)

１０２３６ 平成29年5月1日 ～

法人アヒル薬局 046-（850）-3201横須賀市衣笠栄町　１－２２　　76 令和5年5月10日株式会社マルトー(横須賀市衣笠栄町１－２２)１０４７３ 平成29年5月11日 ～

法人うさぎ調剤薬局 046-（850）-3050横須賀市衣笠栄町　１－２７　　三冨ビル１階77 令和10年9月30日株式会社サノ・ファーマシー(秋田市保戸野通
町３番３号)

１０４６６ 令和4年10月1日 ～

法人あすか薬局 046-（851)-3414横須賀市衣笠栄町　１－６２－１８　　78 令和5年8月1日有限会社メイファーマシィ(横須賀市衣笠栄町
１－６２－１８)

１０３２０ 平成29年8月2日 ～

法人寺分薬局 046-（851)-0738横須賀市衣笠栄町　１－７　　79 令和5年12月31日株式会社三栄商会(横須賀市池上５－３－３)１０００３ 平成30年1月1日 ～

法人ウイン調剤薬局衣笠店 046-（827)-7703横須賀市衣笠栄町　２－６６－３　　80 令和7年4月18日有限会社ウインファーマ(横浜市港北区日吉
本町１－２８－７)

１０３４４ 平成31年4月19日 ～

法人有限会社岡薬局 046-（851）-3801横須賀市衣笠栄町　３－２－２　　81 令和8年10月13日有限会社岡薬局(横須賀市衣笠栄町３－６)１０４４２ 令和2年10月14日 ～
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金谷 3件

法人有限会社平作薬局 046-（853)-3359横須賀市金谷　１－１－６　　82 令和8年2月9日有限会社平作薬局(横須賀市金谷１－１－６)１０３５４ 令和2年2月10日 ～

法人なの花薬局横須賀金谷店 046-（852）-5255横須賀市金谷　２－１－１８　　83 令和8年2月28日株式会社なの花東日本(東京都港区虎ノ門１
－１－１８)

１０４３１ 令和2年3月1日 ～

法人金谷薬局 046-（850)-3181横須賀市金谷　２－１－１９　　84 令和7年12月31日株式会社ＫＳ．ＦＡＲＭＡＣＩＡ(横須賀市ハイ
ランド３－１９－８)

１０３５２ 令和2年1月1日 ～

池上 4件

法人オリーブ薬局 046-（876)-5900横須賀市池上　５－１－５　　85 令和9年3月4日株式会社オール・プラン社(伊勢原市上粕屋
１２７１番地の３)

１０３７０ 令和3年3月5日 ～

法人株式会社シフト池上調剤薬局 046-（851)-3657横須賀市池上　５－８－３　　86 令和8年11月4日株式会社シフト(三浦市初声町入江７６－１（サ
トウビル）)

１０２７７ 令和2年11月5日 ～

法人シーガル調剤薬局横須賀池上店 046-（851)-3855横須賀市池上　７－１３－１　　87 令和9年11月17日有限会社ベルサポートコーポレーション(鎌倉
市材木座１－７－２５)

１０３０１ 令和3年11月18日 ～

法人クリエイト薬局横須賀湘南池上店 046-（851）-1822横須賀市池上　７－４５－３　　88 令和11年3月27日株式会社クリエイトエス・ディー(横浜市青葉区
荏田西２－３－２)

１０５２８ 令和5年3月28日 ～

平作 3件

法人はまゆう薬局 046-（850）-3113横須賀市平作　１－１２－７　　１０７ビル１階89 令和7年6月30日一般社団法人メディホープかながわ(藤沢市
藤沢８５４－１１)

１０４１４ 令和1年7月1日 ～

法人さくら薬局横須賀平作店 046-（853）-8607横須賀市平作　２－１４－１　　90 令和5年5月31日クラフト株式会社(東京都千代田区丸の内１
－１－１パレスビル１０階)

１０３９１ 平成29年6月1日 ～

法人キリン薬局衣笠店 046-（850)-6466横須賀市平作　８－２０－１５　　91 令和7年8月16日株式会社サードセブン(横浜市金沢区瀬戸３
－４５)

１０３４７ 令和1年8月17日 ～

令和5年4月5日 9/19ページ　水曜日



申請者（法人の場合、主たる所在地）施設名 電話番号所在地 許可期間許可番号

小矢部 4件

個人小矢部薬局 046-（852)-0824横須賀市小矢部　２－２－９　　92 令和10年3月31日本村正中(個人開設)１００１７ 令和4年4月1日 ～

法人日本調剤新横須賀薬局 046-（854）-0316横須賀市小矢部　２－２０－８　　93 令和6年12月31日日本調剤株式会社(東京都千代田区丸の内１
－９－１)

１０４１０ 平成31年1月1日 ～

法人日本調剤横須賀薬局 046-（853)-7750横須賀市小矢部　２－２１－４　　94 令和11年1月31日日本調剤株式会社(東京都千代田区丸の内１
－９－１)

１０２３４ 令和5年2月1日 ～

法人新成薬局きぬがさ店 046-（876）-5351横須賀市小矢部　２－２５－１４　　95 令和7年2月28日株式会社フィールドファーマシー(東京都中央
区八重洲２－５－１２)

１０４８６ 平成31年3月1日 ～

大矢部 3件

法人さくら薬局横須賀大矢部店 046-（838）-4502横須賀市大矢部　２－２－１８　　96 令和10年7月31日クラフト株式会社(東京都千代田区丸の内１
－１－１パレスビル１０階)

１０３８６ 令和4年8月1日 ～

法人わかば薬局おおやべ店 046-（845）-9627横須賀市大矢部　２－８－２２　　97 令和10年5月12日株式会社わかば(横浜市港北区新横浜２－２
－１０)

１０５２１ 令和4年5月13日 ～

法人みどり薬局 046-（833）-7005横須賀市大矢部　５－１１－１　　98 令和11年2月28日ルナ調剤株式会社(横浜市港北区新横浜２－
１５－１２)

１０５２６ 令和5年3月1日 ～

森崎 1件

個人野田薬局 046-（836）-5434横須賀市森崎　１－６－１３　　99 令和5年11月18日野田文子(個人開設)１００１６ 平成29年11月19日 ～

根岸町 8件

法人北久里浜薬局 046-（835)-5587横須賀市根岸町　２－２０－９　　谷ビル１階100 令和9年2月28日有限会社ブロス・カンパニー(北海道札幌市南
区石山１条６－１－１８)

１０２８１ 令和3年3月1日 ～
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法人千種薬局北久里浜駅前店 046-（876）-5333横須賀市根岸町　２－２２－８　　第壱赤坂ビ
ル１階

101 令和8年5月6日大成メディカル株式会社(横須賀市内川２－５
－５０)

１０４３８ 令和2年5月7日 ～

法人あずさ薬局 046-（837）-4740横須賀市根岸町　２－３１－１３　　ナヴィー
ル北久里浜１Ｆ

102 令和7年12月31日株式会社ユニスマイル(東京都千代田区神田
練塀町６８番地１ムラタヤビル３階)

１０５０２ 令和2年1月1日 ～

法人タカヤマ薬局北久里浜店 横須賀市根岸町　３－１－６　　－５号室103 令和8年3月31日有限会社タカヤマ(横須賀市久里浜７－３０－
１２)

１０５０６ 令和2年4月1日 ～

法人クリエイト薬局横須賀根岸町店 046-（838）-6227横須賀市根岸町　３－１６－３５　　104 令和6年10月8日株式会社クリエイトエス・ディー(横浜市青葉区
荏田西２－３－２)

１０４０７ 平成30年10月9日 ～

法人レモン薬局 046-（830）-5307横須賀市根岸町　３－９－５　　ＨＡＲＡ　Ｂ
ＬＤＧ　北久里浜１－１

105 令和9年8月8日有限会社ヒロヤタカギ(横須賀市根岸町３－７
－７)

１０４５１ 令和3年8月9日 ～

法人有限会社五郎橋薬局 046-（833)-4628横須賀市根岸町　４－２－３７　　106 令和10年9月24日有限会社五郎橋薬局(横須賀市根岸町４－２
－３７)

１００５７ 令和4年9月25日 ～

法人こぐま薬局 046-（837)-7897横須賀市根岸町　４－３－６　　107 令和11年3月18日株式会社こぐま薬局(横須賀市根岸町４－３－
６)

１００８９ 令和5年3月19日 ～

大津町 4件

法人なの花薬局横須賀大津店 046-（830）-3087横須賀市大津町　１－１１－１１　　108 令和8年2月28日株式会社なの花東日本(東京都港区虎ノ門１
－１－１８)

１０４３０ 令和2年3月1日 ～

法人わかば薬局大津店 046-（854）-4745横須賀市大津町　１－１６－２６　　109 令和9年2月7日フルタイズ株式会社(大阪府東大阪小阪２－２
－１８)

１０５１１ 令和3年2月8日 ～

法人珊瑚薬局新緑店 046-（830)-5488横須賀市大津町　１－１６－７　　110 令和6年6月19日株式会社ハーツ(横須賀市根岸３－３－１６)１０２５３ 平成30年6月20日 ～

法人珊瑚薬局大津店 046-（837）-2202横須賀市大津町　１－２０－２　　111 令和5年10月31日株式会社ハーツ(横須賀市根岸３－３－１６)１０３９５ 平成29年11月1日 ～

馬堀町 4件

法人竹沢薬局 046-（833)-0914横須賀市馬堀町　１－８－１１　　112 令和6年1月19日株式会社ニケファーマシー(横須賀市馬堀町
１－８－１１)

１００９９ 平成30年1月20日 ～
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法人さくら薬局横須賀馬堀店 046-（836）-2189横須賀市馬堀町　２－１３－２　　113 令和11年1月31日クラフト株式会社(東京都千代田区丸の内１
－１－１パレスビル１０階)

１０４６９ 令和5年2月1日 ～

法人サンユー薬局 046-（835)-7787横須賀市馬堀町　２－１５－１　　114 令和11年3月25日株式会社シンエー(横浜市泉区弥生台１３－６
フォレスト弥生台参番館４０１)

１００３２ 令和5年3月26日 ～

法人セブンス薬局馬堀店 046-（874）-7774横須賀市馬堀町　３－２－１２　　115 令和5年11月6日株式会社サードセブン(横浜市金沢区瀬戸３
－４５)

１０３９６ 平成29年11月7日 ～

馬堀海岸 3件

法人八木調剤薬局 046-（842)-8442横須賀市馬堀海岸　２－２５－７　　116 令和6年8月23日有限会社メイファーマシィ(横須賀市衣笠栄町
１－６２－１８)

１００７９ 平成30年8月24日 ～

法人ささき薬局 046-（843)-2059横須賀市馬堀海岸　２－２７－６　　117 令和10年7月26日有限会社ささき薬局(横須賀市馬堀海岸２－
２７－６)

１００３８ 令和4年7月27日 ～

法人アモン薬局 046-（841)-1891横須賀市馬堀海岸　３－２６－８　　118 令和8年5月7日有限会社杏門(横須賀市馬堀海岸３－２６－
８)

１０３５８ 令和2年5月8日 ～

池田町 1件

法人調剤薬局ぶどう 046-（845）-9591横須賀市池田町　５－８－１３　　119 令和9年11月9日オーシャンアゲイン株式会社(横須賀市長井５
－２６－２４)

１０５１７ 令和3年11月10日 ～

吉井 3件

法人さくら薬局湘南山手店 046-（846）-5305横須賀市吉井　２－３－７　　120 令和10年3月31日クラフト株式会社(東京都千代田区丸の内１
－１－１パレスビル１０階)

１０３８３ 令和4年4月1日 ～

法人ハックドラッグ湘南山手薬局 046-（838）-5795横須賀市吉井　２－５－１　　相鉄ローゼン
湘南山手店１Ｆ

121 令和7年9月8日ウエルシア薬局株式会社(東京都千代田区
外神田２丁目２番１５号)

１０４９８ 令和1年9月9日 ～

法人湘南山手薬局 046-（833)-4408横須賀市吉井　３－１３－１　　122 令和5年8月28日有限会社コクブファーマシー(横須賀市吉井３
－１３－１)

１０３２１ 平成29年8月29日 ～
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申請者（法人の場合、主たる所在地）施設名 電話番号所在地 許可期間許可番号

浦賀 3件

法人クリエイト薬局横須賀浦賀店 046-（842）-8101横須賀市浦賀　５－１２－２０　　123 令和10年7月7日株式会社クリエイトエス・ディー(横浜市青葉区
荏田西２－３－２)

１０５２２ 令和4年7月8日 ～

個人きりん薬局 046-（854）-9777横須賀市浦賀　５－３－３　　124 令和9年4月30日鈴木蔵人(個人開設)１０４４９ 令和3年5月1日 ～

法人たちばな薬局荒巻店 046-（842)-1147横須賀市浦賀　５－４－３　　渡辺ハイツ１階125 令和10年6月30日有限会社たちばな薬局(横須賀市浦賀５－４
－３)

１０１５１ 令和4年7月1日 ～

鴨居 4件

法人ファーマシィ鈴木
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　

046-（843）-7300横須賀市鴨居　１－１７－１６　　126 令和9年3月31日株式会社アポステータス(埼玉県北葛飾郡松
伏町築比地７９５番地１)

１０５１５ 令和3年4月1日 ～

法人クリエイト薬局横須賀鴨居店 046-（846）-2266横須賀市鴨居　２－６－１　　127 令和9年1月11日株式会社クリエイトエス・ディー(横浜市青葉区
荏田西２－３－２)

１０５１２ 令和3年1月12日 ～

法人有限会社小磯薬局 046-（843)-6881横須賀市鴨居　２－７８－１１　　128 令和7年6月30日有限会社小磯薬局(横須賀市鴨居２－７８－
１１)

１０３４５ 令和1年7月1日 ～

法人かもめ団地内薬局 046-（845）-9277横須賀市鴨居　２－８０－３８　　129 令和8年3月25日株式会社かもめ薬局(横須賀市鴨居２－８０－
３８)

１０４３７ 令和2年3月26日 ～

東浦賀 1件

法人セイムス浦賀薬局 046-（844)-2031横須賀市東浦賀　１－１－７　　ＴＡＫＡＨＡ
ＳＨＩビル１階

130 令和9年5月5日株式会社富士薬品(埼玉県さいたま市大宮区
桜木町４－３８３)

１０２８９ 令和3年5月6日 ～

西浦賀 4件

法人ファーマシィ浦賀 046-（844）-7717横須賀市西浦賀　１－１２－３　　131 令和5年9月30日株式会社ニック(福岡県福岡市博多区山王１
－１２－１９)

１０４７５ 平成29年10月1日 ～
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個人いづく米田薬局 046-（841）-0122横須賀市西浦賀　１－６－１３　　132 令和11年2月28日米田禎史(個人開設)１０５２７ 令和5年3月1日 ～

法人たんぽぽ薬局 046-（846）-5125横須賀市西浦賀　１－９－２６　　133 令和5年9月30日株式会社ニック(福岡県福岡市博多区山王１
－１２－１９)

１０４７４ 平成29年10月1日 ～

法人東邦薬局浦賀店 046-（841）-6822横須賀市西浦賀　４－９－１　　134 令和6年3月31日株式会社ココカラファインヘルスケア(横浜市
港北区新横浜３－１７－６イノテックビル９階)

１０４７７ 平成30年4月1日 ～

舟倉 1件

法人タカヤマ薬局舟倉店 046-（830)-1621横須賀市舟倉　１－３０－１２　　１階Ｂ135 令和5年8月22日有限会社タカヤマ(横須賀市久里浜７－３０－
１２)

１０１５５ 平成29年8月23日 ～

佐原 1件

法人珊瑚薬局佐原店 046-（838）-5708横須賀市佐原　３－３－６　　136 令和10年5月31日株式会社ハーツ(横須賀市根岸３－３－１６)１０４５９ 令和4年6月1日 ～

岩戸 3件

法人ハックドラッグ岩戸薬局 046-（839）-3589横須賀市岩戸　１－１０－１１　　137 令和6年8月7日ウエルシア薬局株式会社(東京都千代田区
外神田２丁目２番１５号)

１０４８０ 平成30年8月8日 ～

法人岩戸薬局 046-（849）-0445横須賀市岩戸　２－１７－５　　138 令和6年5月31日ルナ調剤株式会社(横浜市港北区新横浜２－
１５－１２)

１０４７８ 平成30年6月1日 ～

個人フルヤ薬局 046-（849)-6679横須賀市岩戸　４－２３－１１　　139 令和9年2月18日古谷陽子(個人開設)１０２８０ 令和3年2月19日 ～

久里浜 19件

法人久里浜駅前薬局 046-（884）-8593横須賀市久里浜　１－１－８　　銀嶺ビル１階140 令和8年10月31日株式会社キタガワ(横浜市神奈川区東神奈川
１－１１－７マリンアベニュー１階)

１０４４４ 令和2年11月1日 ～
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法人さくら薬局 046-（838）-5189横須賀市久里浜　１－１１－７　　141 令和9年5月7日有限会社杏門(横須賀市馬堀海岸３－２６－
８)

１０３７４ 令和3年5月8日 ～

法人セイムス久里浜薬局 046-（833)-1138横須賀市久里浜　１－３－１７　　142 令和9年5月21日株式会社富士薬品(埼玉県さいたま市大宮区
桜木町４－３８３)

１０２９２ 令和3年5月22日 ～

法人フレンド薬局 046-（833)-0038横須賀市久里浜　１－３－１８　　143 令和9年3月14日株式会社フロンティア(横須賀市久里浜１－３
－１８)

１０２８３ 令和3年3月15日 ～

法人久里浜スマイル薬局 046-（835）-8887横須賀市久里浜　１－５－１６　　第１０臼井
ビル１Ｆ

144 令和8年10月31日株式会社リバーサル(東京都中央区八重洲１
－５－１５)

１０４４３ 令和2年11月1日 ～

法人タカヤマ薬局京急久里浜西口店 046-（837)-1102横須賀市久里浜　１－５－９　　あずさわビ
ル１Ｆ

145 令和6年2月2日有限会社タカヤマ(横須賀市久里浜７－３０－
１２)

１０１４７ 平成30年2月3日 ～

法人ハックドラッグ久里浜薬局 046-（834）-2289横須賀市久里浜　２－１８－１５　　146 令和10年8月31日ウエルシア薬局株式会社(東京都千代田区
外神田２丁目２番１５号)

１０４６２ 令和4年9月1日 ～

個人ひなた薬局 046-（830）-5051横須賀市久里浜　３－１０－２　　ＭＫビル
１０２

147 令和5年11月30日室井敏明(個人開設)１０３９７ 平成29年12月1日 ～

法人セブンス薬局久里浜店 046-（884）-8044横須賀市久里浜　４－１１－１５　　148 令和9年11月4日株式会社サードセブン(横浜市金沢区瀬戸３
－４５)

１０４５５ 令和3年11月5日 ～

法人みんなの薬局久里浜店 046-（838）-4889横須賀市久里浜　４－１５－４　　シャミニオ
ン１Ｆ－Ａ

149 令和10年3月3日株式会社メディウス(横須賀市久里浜四丁目
１５－４－１Ｆ－Ａ)

１０３８０ 令和4年3月4日 ～

法人美和薬局 046-（854）-5374横須賀市久里浜　４－３－１２　　Ｌビル２階150 令和11年3月29日株式会社美和調剤(横須賀市久里浜４－３－
１２Ｌビル２階)

１０５２９ 令和5年3月30日 ～

個人信安薬局 046-（854）-7798横須賀市久里浜　４－３－１５　　メゾンドア
ヤ１０３号室

151 令和8年7月15日東晃吉(個人開設)１０３６１ 令和2年7月16日 ～

法人長島薬局 046-（835）-0636横須賀市久里浜　４－５－８　　152 令和5年12月31日株式会社ユニスマイル(東京都千代田区神田
練塀町６８番地１ムラタヤビル３階)

１０４７６ 平成30年1月1日 ～

法人ハックドラッグ久里浜駅前はろーど薬
局

046-（830）-3290横須賀市久里浜　４－７－１５　　新八ビル１
階

153 令和10年8月31日ウエルシア薬局株式会社(東京都千代田区
外神田２丁目２番１５号)

１０４６３ 令和4年9月1日 ～

法人互光薬局 046-（834)-2815横須賀市久里浜　４－８－１２　　154 令和5年4月17日有限会社互光商会(横須賀市久里浜４－８－
１２)

１０１２９ 平成29年4月18日 ～
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法人はま薬局 046-（837)-8090横須賀市久里浜　４－８－１６　　155 令和9年8月23日株式会社明和(横須賀市久里浜４－８－１６)１０２９７ 令和3年8月24日 ～

法人タカヤマ調剤薬局久里浜５丁目店 046-（835)-3318横須賀市久里浜　５－１１－５　　156 令和10年1月14日有限会社タカヤマ(横須賀市久里浜７－３０－
１２)

１０２１９ 令和4年1月15日 ～

法人イオン薬局久里浜店 046-（838）-5240横須賀市久里浜　５－１３－１　　157 令和10年9月28日イオンリテール株式会社(千葉県千葉市美浜
区中瀬１丁目５番１号)

１０４６８ 令和4年9月29日 ～

法人ハックドラッグ久里浜海岸薬局 046-（838）-3470横須賀市久里浜　７－１－１４　　158 令和6年8月7日ウエルシア薬局株式会社(東京都千代田区
外神田２丁目２番１５号)

１０４８１ 平成30年8月8日 ～

ハイランド 1件

法人有限会社細川薬局ハイランド店 046-（848)-7009横須賀市ハイランド　４－４－２　　159 令和5年12月3日有限会社細川薬局(横須賀市ハイランド４－４
－２)

１０１２５ 平成29年12月4日 ～

野比 7件

法人大信薬局野比店 046-（848）-3893横須賀市野比　１－１８－１６　　160 令和8年2月28日株式会社ディー・シー・トレーディング(福岡県
北九州市小倉北区東篠崎１－１１－１５)

１０５０５ 令和2年3月1日 ～

法人マリン調剤薬局 046-（849）-0963横須賀市野比　１－２５－５　　荒井ビル１階161 令和5年12月31日株式会社マリックス(神奈川県横須賀市野比１
－２５－５荒井ビル１階)

１０３９８ 平成30年1月1日 ～

法人マリア薬局 046-（840）-1460横須賀市野比　１－３９－１２　　162 令和8年1月31日株式会社わかば(横浜市港北区新横浜２－２
－１０)

１０４２７ 令和2年2月1日 ～

法人コスモ薬局野比店 046-（839)-2655横須賀市野比　１－４２－４８　　163 令和10年12月8日株式会社イジマ(横浜市磯子区東町８－２４)１０３１３ 令和4年12月9日 ～

法人スイートドラッグみやがわ薬局 046-（849)-4234横須賀市野比　１－８－２２　　164 令和7年1月6日有限会社みやがわ薬局(横須賀市野比１－７
－６)

１０２５９ 平成31年1月7日 ～

個人サザン薬局 046-（887）-0919横須賀市野比　２－１－１　　165 令和10年7月31日藤井賀与子(個人開設)１０３８５ 令和4年8月1日 ～

法人株式会社れのん野比薬局 046-（848）-1897横須賀市野比　２－１３－２　　166 令和9年8月16日株式会社れのん(横須賀市野比２－１３－２－
１０１)

１０３７７ 令和3年8月17日 ～
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長沢 3件

法人千種薬局長沢店 046-（848）-9077横須賀市長沢　１－３３－８　　ルビエーヌ長
沢Ａ

167 令和10年9月30日有限会社プログレス(横須賀市芦名２－２４－
３１)

１０３８８ 令和4年10月1日 ～

法人クリエイト薬局京急長沢駅前店 046-（839）-2075横須賀市長沢　１－３４－１１　　168 令和10年2月24日株式会社クリエイトエス・ディー(横浜市青葉区
荏田西２－３－２)

１０５１９ 令和4年2月25日 ～

法人アオバ薬局 046-（848)-9620横須賀市長沢　３－１－２４　　169 令和5年4月30日有限会社ライフ・メディカル(横須賀市長沢３－
１－２４)

１０２３７ 平成29年5月1日 ～

津久井 3件

法人有限会社アオイ薬局 046-（848)-5747横須賀市津久井　２－１７－２４　　170 令和6年10月31日有限会社アオイ薬局(横須賀市津久井２－１７
－２４)

１０２１２ 平成30年11月1日 ～

法人アオイ薬局海岸店 046-（839)-2785横須賀市津久井　２－３－１３　　太八ビル１
階

171 令和10年12月21日有限会社アオイ薬局(横須賀市津久井２－１７
－２４)

１０３１４ 令和4年12月22日 ～

法人わかば薬局津久井浜 046-（884）-9935横須賀市津久井　３－２１－９　　172 令和11年3月5日有限会社ケーアイメディカル(横浜市緑区鴨
居三丁目８番１６号)

１０４７１ 令和5年3月6日 ～

長井 3件

法人Ｄ．Ｓ．テラブン薬局 046-（856)-7080横須賀市長井　１－２３－１　　173 令和9年11月1日有限会社ドラックストア－寺分(横須賀市長井
１－２３－１)

１０３００ 令和3年11月2日 ～

法人なの花薬局横須賀長井店 046-（856）-8030横須賀市長井　１－８－１２　　174 令和8年2月28日株式会社なの花東日本(東京都港区虎ノ門１
－１－１８)

１０４３２ 令和2年3月1日 ～

法人クリエイト薬局横須賀長井店 046-（855）-3061横須賀市長井　３－１－１１　　175 令和9年11月19日株式会社クリエイトエス・ディー(横浜市青葉区
荏田西２－３－２)

１０５１８ 令和3年11月20日 ～

林 5件
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法人有限会社タケヤマ武山薬局 046-（857)-6000横須賀市林　１－１－３　　176 令和4年12月31日有限会社タケヤマ(横須賀市林１－１－３)１００６８ 平成29年1月1日 ～

法人株式会社シフト一騎塚薬局 046-（857)-3919横須賀市林　１－２３－６　　水野ビル１Ｆ177 令和10年5月1日株式会社シフト(三浦市初声町入江７６－１（サ
トウビル）)

１０３０６ 令和4年5月2日 ～

法人有限会社不動薬局 046-（856)-2424横須賀市林　２－１－３９　　178 令和6年8月22日有限会社不動薬局(横須賀市林２－１－３９)１０００６ 平成30年8月23日 ～

法人有限会社ケイ薬局 046-（856)-3113横須賀市林　３－１－７　　179 令和5年10月10日有限会社ケイ薬局(横須賀市林３－１－７)１００６０ 平成29年10月11日 ～

法人徳永薬局横須賀店 046-（876）-8091横須賀市林　５－８－２５　　180 令和6年8月31日徳永薬局株式会社(東京都稲城市矢野口
３０５－１長坂ビル３階)

１０４０３ 平成30年9月1日 ～

武 3件

法人なの花薬局横須賀武山店 046-（855）-5795横須賀市武　１－２０－１５　　181 令和6年5月31日株式会社なの花東日本(東京都港区虎ノ門１
－１－１８)

１０４００ 平成30年6月1日 ～

法人有限会社不動薬局武支店 046-（856)-5402横須賀市武　１－２０－８　　182 令和10年10月11日有限会社不動薬局(横須賀市林２－１－３９)１００３４ 令和4年10月12日 ～

法人株式会社シフトつつじ調剤薬局 046-（855）-3102横須賀市武　４－４０－４　　木村ビル１Ｆ183 令和10年4月30日株式会社シフト(三浦市初声町入江７６－１（サ
トウビル）)

１０２２４ 令和4年5月1日 ～

太田和 2件

法人クリエイト薬局横須賀林店 046-（855)-0281横須賀市太田和　１－１－８　　浅葉クリニッ
クビル１階

184 令和6年9月18日株式会社クリエイトエス・ディー(横浜市青葉区
荏田西２－３－２)

１０３４０ 平成30年9月19日 ～

法人宮本薬局 046-（857）-0711横須賀市太田和　１－５－５　　185 令和7年7月31日有限会社宮本(横須賀市太田和１－５－５)１０４１５ 令和1年8月1日 ～

長坂 4件

法人薬樹薬局横須賀 046-（858)-1728横須賀市長坂　３－３－１２　　186 令和10年6月30日薬樹株式会社(神奈川県大和市西鶴間１－９
－１８)

１０２２６ 令和4年7月1日 ～
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法人新成薬局長坂店 046-（876）-7440横須賀市長坂　３－３－９　　187 令和7年2月28日株式会社フィールドファーマシー(東京都中央
区八重洲２－５－１２)

１０４８７ 平成31年3月1日 ～

法人有限会社不動薬局長坂店 046-（856)-1943横須賀市長坂　３－６－１　　188 令和10年10月11日有限会社不動薬局(横須賀市林２－１－３９)１００２５ 令和4年10月12日 ～

法人クリエイト薬局横須賀長坂店 046-（855）-5051横須賀市長坂　３－６－１０　　189 令和8年1月5日株式会社クリエイトエス・ディー(横浜市青葉区
荏田西２－３－２)

１０５０１ 令和2年1月6日 ～

芦名 1件

法人アシナ薬局 046-（856)-0027横須賀市芦名　１－６－３７　　190 令和8年12月31日有限会社アシナ薬局(横須賀市芦名１－６－
３７)

１０２７９ 令和3年1月1日 ～

秋谷 2件

法人タカノ薬局湘南秋谷 046-（874）-6602横須賀市秋谷　４４３０　　191 令和7年5月1日株式会社フレディ(神奈川県三浦郡葉山町長
柄１６４２－４０６)

１０４１２ 令和1年5月2日 ～

法人株式会社シフト秋谷薬局 046-（827）-7126横須賀市秋谷　１－２３－２２　　192 令和9年3月9日株式会社シフト(三浦市初声町入江７６－１（サ
トウビル）)

１０５１３ 令和3年3月10日 ～
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