
医療機関名称 医療機関所在地 医療機関方書

ＣＳ薬局尾山台店 世田谷区等々力４－１３－２３

ＣＺあさひ薬局 世田谷区宮坂３－１０－３

ＳＯＳＡ　いとう薬局　上野毛店 世田谷区上野毛３－１３－９ Ｊビル１階

ＺＡＸ薬局三軒茶屋店 世田谷区太子堂４－２６－１２ くらしの友三軒茶屋ビル１階

アイセイ薬局　千歳烏山店 世田谷区南烏山５－１６－４

アイセイ薬局　千歳台店 世田谷区千歳台２－１４－７

あいりす薬局 世田谷区玉川台２－２３－１ スリーリーフ１０１

アイン薬局千歳烏山店 世田谷区南烏山６－３－１６ ダイヤビル１階・２階

アイン薬局池尻店 世田谷区池尻２－３４－１８ コートＭ１階

あい調剤薬局 世田谷区南烏山６－２７－１１ 司ビル１０１号室

あおぞら調剤薬局 世田谷区祖師谷１－１１－９ 余吾ビル１Ｆ

あけぼの薬局　成城学園前店 世田谷区成城６－８－６ サラブライト成城ビル１階

あけぼの薬局　千歳台店 世田谷区千歳台三丁目１１番１２号 ＭＹＴ　Ｄｏｃｔｏｒ’ｓ　Ｃｕｂｅ　１Ｆ

あゆみ薬局二子玉川店 世田谷区玉川２－１１－１４

いちご薬局 世田谷区用賀２－３４－１５ コンフォートメゾン用賀１Ｆ

イムノファーマシー成城薬局 世田谷区成城２－２２－４

いもと薬局 世田谷区豪徳寺２－３１－５ 宮ノ坂ビル１階

イルカ薬局 世田谷区砧二丁目２２番２号 エクセル砧１階

ウエルシア薬局世田谷砧店 世田谷区砧２－１４－３０ サミットストア環八通り店２階

ウエルシア薬局世田谷千歳台店 世田谷区千歳台５－１６－１８

ウエルシア薬局世田谷千歳台二丁目店 世田谷区千歳台二丁目１４番８号

エスアイエム薬局 世田谷区三軒茶屋２－４１－６　１０５号

オカダ薬局 世田谷区太子堂２－１４－２ 森マンション１Ｆ

オリーブ薬局 世田谷区南烏山４－８－１４

かえで薬局 世田谷区代沢２－４４－１１

かえで薬局 世田谷区上北沢４－３６－２３

かちどき薬局　下馬店 世田谷区下馬６－３１－２０

かちどき薬局　久我山店 世田谷区北烏山２－１４－２５ メゾンドクール１階

カトレア薬局 世田谷区瀬田３－１２－３０

かねもと薬局宮坂店 世田谷区宮坂１－３８－１９－１０１

かもめ薬局　下高井戸駅前店 世田谷区赤堤４－４８－３

カモメ薬局上北沢店 世田谷区上北沢４－１７－４



カンジュドー薬局下高井戸店 世田谷区赤堤４－４６－１３

キクノミズ薬局 世田谷区池尻２－１８－１４

きぼうヶ丘薬局 世田谷区船橋６－２６－１１－１０４

クオール薬局奥沢２号店 世田谷区奥沢三丁目３３番１２号 けやきガーデン奥沢

クオール薬局奥沢店 世田谷区奥沢三丁目４７番８号 サンケイプラザビル１階

クオール薬局下高井戸店 世田谷区松原三丁目２８番９号

クオール薬局下北沢店 世田谷区北沢二丁目２０番１４号 古川ビル１階

クオール薬局下北沢店 世田谷区北沢二丁目２０番１４号 マツヤ本社ビル１階

クオール薬局京王下高井戸駅店 世田谷区松原三丁目２８番８号 １階

クオール薬局駒沢店 世田谷区駒沢二丁目２番１７号

クオール薬局松原店 世田谷区松原三丁目２７番２３号 マートルコート松原１階

クオール薬局南烏山店 世田谷区南烏山２－９－１７

クオール薬局梅ヶ丘店 世田谷区梅丘一丁目２４番１２号 ピュアライン第７ビル１階

クオール薬局八幡山店 世田谷区八幡山三丁目３４番２号 リーベ２１　１階

クスリのナカヤマ薬局　喜多見駅前店 世田谷区喜多見８－１８－１２ コーポ真木１階

クスリのナカヤマ薬局千歳烏山店 世田谷区南烏山五丁目１９番１３号 武藤ビル１階

くすりのマーサ薬局 世田谷区上馬４－３－８ ルポール池端１階

グリーン薬局さくら 世田谷区桜三丁目２番１２号 １階

クリエイト薬局経堂駅前店 世田谷区経堂２－１４－１０　２階

クリエイト薬局世田谷下馬店 世田谷区下馬１－４５－１６

クリエイト薬局世田谷砧店 世田谷区砧３－２－５

クリエイト薬局世田谷給田店 世田谷区給田３－２６－６

クリエイト薬局世田谷四丁目店 世田谷区世田谷４－１４－２７ クレヴィアリグゼ世田谷松陰神社前１階

くるみ薬局 世田谷区代田４－２０－８

グレース薬局 世田谷区南烏山六丁目３番９号 ミール千歳烏山１０４号室

クローバー薬局松原店 世田谷区松原２－４３－２ パインハイツ１Ｆ

クローバー薬局明大前店 世田谷区松原１－３８－２８

ケンポドーファーマシー 世田谷区経堂２－１６－１５

ケンポドー三番館薬局 世田谷区宮坂３－９－４ アルカディア経堂１階

ケンポドー薬局　城山通り店 世田谷区経堂一丁目４番９号

ケンポドー薬局恵泉通り店 世田谷区宮坂３－４５－２

ケンポドー薬局五番館 世田谷区経堂１－６－１５ ＲＥＧＡＬＯ経堂Ａ

ケンポドー薬局豪徳寺店 世田谷区宮坂２－２６－５



ココカラファイン薬局　千歳船橋調剤店 世田谷区船橋１－１－７ 林ビル１階

ココカラファイン薬局　用賀東口店 世田谷区用賀４－３－９

ココカラファイン薬局下高井戸北口店 世田谷区松原３－４１－４ １階

ココカラファイン薬局関東中央病院前店 世田谷区上用賀六丁目２７番１３号

ココカラファイン薬局喜多見北口店 世田谷区喜多見９－２－１４

ココカラファイン薬局砧店 世田谷区砧６－３０－１ 野原ビル１Ｆ

ココカラファイン薬局駒沢大学駅前店 世田谷区駒沢１－３－１６　１Ｆ

ココカラファイン薬局経堂店 世田谷区経堂一丁目５番８号 タンネバーム経堂１階

ココカラファイン薬局桜新町店 世田谷区新町３－２１－１ さくらウェルガーデン１Ｆ

ココカラファイン薬局松原公園通り店 世田谷区赤堤４－２０－１

ココカラファイン薬局上北沢店 世田谷区上北沢４－１３－１

ココカラファイン薬局世田谷若林店 世田谷区代田３－１－１

ココカラファイン薬局成城西口店 世田谷区成城６－１６－７

ココカラファイン薬局成城通り店 世田谷区成城９－５－１２

ココカラファイン薬局千歳烏山西口店 世田谷区南烏山６－４－１０ 第５野萩ビル１Ｆ

ココカラファイン薬局千歳烏山店 世田谷区南烏山６－１２－１２ コーシャハイム千歳烏山１２号棟１階

ココカラファイン薬局千歳船橋桜丘店 世田谷区桜丘二丁目２８番１６号 エンヤビル１階

ココカラファイン薬局祖師ヶ谷大蔵駅前店 世田谷区祖師谷３－３３－１０

ココカラファイン薬局祖師谷一丁目店 世田谷区祖師谷１－３６－４ メゾンドオークラ１Ｆ

ココカラファイン薬局祖師谷店 世田谷区祖師谷１－１０－７

ココカラファイン薬局太子堂店 世田谷区太子堂３－３８－１５ Ｂｒｉｌｌｉａ　ｉｓｔ三軒茶屋ブラッサムテラス１階

ココカラファイン薬局茶沢通り店 世田谷区太子堂２－１６－７ 世田谷東海ビル１階

ココカラファイン薬局梅ヶ丘一丁目店 世田谷区梅丘一丁目２５番１号

ココカラファイン薬局梅ヶ丘南口店 世田谷区梅丘１－１１－９

ココカラファイン薬局梅ヶ丘北口店 世田谷区梅丘１－３４－５

ココカラファイン薬局用賀駅前店 世田谷区用賀４－１１－７ リバーレプラザ用賀１Ｆ

こころ薬局 世田谷区奥沢２－１４－３ パークガーデン１階

コスモス薬局　上野毛店 世田谷区中町２－４１－１３ リバーサイド上野毛

コスモス薬局　祖師谷店 世田谷区祖師谷１－３６－７ シミズヤ祖師谷ビル

ことぶき薬局砧店 世田谷区祖師谷３－３２－１１

ことぶき薬局祖師谷店 世田谷区祖師谷４－１－２５ ヴィラ祖師谷１０３

こまざわ薬局 世田谷区駒沢三丁目１番１４号 駒沢パークマンション１階

さかうえ薬局 世田谷区深沢５－２３－１ エイティ深沢１０２



サクラ咲く薬局 世田谷区桜新町２－２７－２ コーポラスタナカ１０１

さくら調剤薬局 世田谷区桜新町２－９－６　１Ｂ

さくら薬局　えのき店 世田谷区粕谷三丁目１０番１５号

さくら薬局　奥沢店 世田谷区奥沢２－１－１２ 石川ビル１階

さくら薬局　三軒茶屋店 世田谷区三軒茶屋２－５５－８

さくら薬局　上野毛店 世田谷区上野毛４－２４－１３

さくら薬局　世田谷羽根木店 世田谷区羽根木２－４－１３

さくら薬局　東北沢店 世田谷区北沢三丁目２番３号 １Ｂ

さくら薬局　粕谷店 世田谷区粕谷四丁目１３番１６号 エクセル小川１０２

さつき薬局 世田谷区宮坂３－２０－４

サンテ調剤薬局 世田谷区等々力４－９－１

サンドラッグ経堂農大通り薬局 世田谷区経堂１－２３－１４

サンドラッグ赤堤薬局 世田谷区赤堤３－２４－４

ジャスミン薬局 世田谷区千歳台２－２６－２０

シンセン薬局　池ノ上店 世田谷区代沢１－２７－３ ＳＬビル１階

スギ薬局　下高井戸店 世田谷区赤堤五丁目３０番１０号 ハウス下高井戸１階

スギ薬局　在宅調剤センター世田谷店 世田谷区桜新町２－３１－５

スギ薬局　桜新町店 世田谷区桜新町２－３１－５

スギ薬局　深沢店 世田谷区深沢６－１４－６ ＦＵＫＡＳＡＷＡ６１４マンション１階

スギ薬局弦巻店 世田谷区弦巻３－８－１２ ランバハイム桜新町１Ｆ

スクエア薬局 世田谷区用賀２－３６－８ 用賀サンハイツ１０２号

セイムス下北沢薬局 世田谷区北沢２－３５－１５ 第１シンヤシキビル１０１号室

セイムス桜上水薬局 世田谷区桜上水５－１３－９

せたがや通り薬局 世田谷区三軒茶屋２－１９－１７ ライオンズマンション三軒茶屋ＮＡＫＡＭＵＲＡ１０２号室

そうごう薬局　桜新町店 世田谷区桜新町１丁目４０番８号　１Ｆ

そうごう薬局　三軒茶屋店 世田谷区太子堂４丁目２４番１３号

そうごう薬局　世田谷上町店 世田谷区世田谷二丁目４番２号 ＳＡＣＲＡ　ＴＥＲＲＡＣＥ　１階

そうごう薬局　千歳烏山店 世田谷区南烏山６－４－２９　１階

そうごう薬局　太子堂店 世田谷区太子堂丁目２丁目２０番２９号

そうごう薬局　二子玉川店 世田谷区玉川３－１５－１ ＥｓｐｒｉｔＣｈｏｃｏｌａｔ１階

そしがや調剤薬局 世田谷区祖師谷５－１－２８

タカノ薬局 世田谷区粕谷４－１９－１３

たから薬局　千歳烏山店 世田谷区南烏山５－１１－４ ＴＮビル１階



たから薬局砧店 世田谷区砧６－２５－１５

たから薬局三軒茶屋店 世田谷区三軒茶屋１－６－１１

たつみ薬局 世田谷区奥沢４－２６－９

たなか薬局 世田谷区喜多見３－２１－２３

ちとせ薬局 世田谷区三軒茶屋１－５－１７

ツカハラ薬局 世田谷区野沢３－２２－２２

ツカハラ薬局 世田谷区下馬６－２０－１０

つつじ薬局 世田谷区赤堤２－４３－１５

つばさ薬局　成城店 世田谷区砧８－１１－９ 成城クリニックモール１Ｆ

つばさ薬局喜多見店 世田谷区喜多見８－１９－１４

つばさ薬局駒沢店 世田谷区駒沢１－１９－８ アーバネスト駒沢店１階

つばさ薬局三軒茶屋店 世田谷区三軒茶屋１－３２－１４ 園田ビル１Ｆ

つばさ薬局世田谷店 世田谷区弦巻１－３５－２０

つるまき調剤薬局 世田谷区弦巻２－４０－３

つる薬局自由が丘店 世田谷区奥沢６－２０－２３ フォーラム自由が丘１階

ドラッグセイムス　世田谷桜新町薬局 世田谷区桜新町１－１９－１４

ドラッグセイムス世田谷給田薬局 世田谷区給田５－１６－３

トラヤ薬局代田店 世田谷区代田１－１－５

とんぼ薬局 世田谷区奥沢６－１３－８

なかがわ薬局千歳船橋店 世田谷区桜丘二丁目６番２８号 フィールドサイド桜丘１階

ナチュラルローソンクオール薬局九品仏小前店 世田谷区奥沢六丁目１１番７号

ナチュラルローソンクオール薬局世田谷弦巻三丁目店 世田谷区弦巻三丁目４番１１号

なつめ薬局　千歳船橋店 世田谷区桜丘２－２４－２

なつめ薬局千歳船橋店 世田谷区桜丘２－２４－２

なのはな薬局世田谷店 世田谷区世田谷１－１５－１３

なの花薬局千歳台店 世田谷区千歳台５－１８－５ 千歳台ヒガキビル１Ｆ

ニイナ調剤薬局 世田谷区成城６－１０－８ ニイナビル２階

ニイナ薬局イチョウ並木店 世田谷区成城６－１５－１４ 緑蔭館１０３

ニコニコ薬局 世田谷区南烏山４－１４－５

のぞみ薬局 世田谷区用賀４－１６－２

のぞみ薬局 世田谷区南鳥山４－９－２ ひのきビル１階

のぞみ薬局　２号店 世田谷区給田３－２－１８　Ｂ

のぞみ薬局　桜新町店 世田谷区桜新町１－３－８



のぞみ薬局　上野毛店 世田谷区上野毛２－７－１１

のぞみ薬局　等々力店 世田谷区等々力３－１２－１１

ハートフル薬局 世田谷区下馬１－４９－１５

ハート薬局　用賀店 世田谷区用賀４－１３－７ グランメール１０２

パステル薬局 世田谷区奥沢６－３２－３　１Ｆ

はねぎ薬局 世田谷区羽根木２－３３－１ ルミエール羽根木１階

ぱぱす薬局　世田谷桜丘店 世田谷区桜丘３－２６－４

はる薬局 世田谷区若林三丁目３３番１６号

ハロー薬局烏山 世田谷区南烏山６－４－２０ 富士ビル１階

ばん薬局 世田谷区太子堂５－６－１１

ひとみ薬局喜多見団地店 世田谷区喜多見２－１０－３－１０２

ひばり薬局深沢三丁目店 世田谷区深沢３－１０－１３ ハイムツチヤⅡ１階

ひまわり調剤薬局 世田谷区桜上水５－２７－３

ファーコス薬局　こもれび 世田谷区八幡山３－３２－２３

ファーコス薬局　成城 世田谷区成城２－３５－１３ 城西ビル１階

ファーコス薬局　用賀三丁目 世田谷区用賀３－８－１６ ヒルトップ１０９　１Ｆ

ファーマシィ薬局大蔵 世田谷区砧３－４－１

ファーマシィ薬局大蔵調剤 世田谷区砧３－３－３

ファミリィ薬局 世田谷区経堂４－２０－２ 経堂田中ビル１階

フォレスト薬局 世田谷区奥沢５－２３－１８　１Ｆ

ふたば薬局 世田谷区羽根木２－３５－３５

フタバ薬局世田谷店 世田谷区世田谷１－１６－２４ 榎本ビル１Ｆ

プライム薬局若林店 世田谷区若林５－１４－６ 若林ゆうビルディング１Ｆ

フラワー薬局　世田谷桜丘店 世田谷区桜丘４－２－１ コーポ石川１０１号室

プロムナ―ド薬局 世田谷区用賀４－９－７ アルイグスビル２階

プロムナード薬局桜上水店 世田谷区桜上水２－２６－９

プロムナード薬局若林店 世田谷区若林４－２７－１２

プロムナード薬局太子堂店 世田谷区三軒茶屋２－５－８

ベビー堂薬局 世田谷区下馬１－１９－３

マエノ薬局 世田谷区北沢２－７－７

マエノ薬局 世田谷区代沢２－２８－１２ タフト代沢１階

まごころ薬局 世田谷区上北沢四丁目１６番１１号１階

マツバ薬局 世田谷区南烏山４－２３－１３ ハイムピア南烏山１０３



マツモトファーマシーにこたま薬局 世田谷区玉川三丁目３９番１１号

マルニ薬局 世田谷区上馬４－３９－７

ミキ薬局下北沢店 世田谷区北沢２－２２－７ フォルム下北沢１Ｆ

ミキ薬局祖師谷店 世田谷区上祖師谷５－２２－１５

みさき薬局　世田谷店 世田谷区太子堂３－２８－１４

みさき薬局千歳台 世田谷区千歳台５－１－１０

みずき薬局 世田谷区八幡山３－２６－１０

ミスト薬局 世田谷区上祖師谷６－１－２－１０５

ミスト薬局芦花公園店 世田谷区南烏山３－１６－１

みずほ薬局上町店 世田谷区世田谷３－１２－１０

ミツヤ薬局 世田谷区南烏山六丁目６番２号 サンマルシェビル１階

ミツワ薬局 世田谷区豪徳寺１－４６－２０

ミドリ薬局駅前店 世田谷区等々力５－５－７

みなと薬局 世田谷区若林４－２１－１６

みなと薬局　駒沢支店 世田谷区上馬４－５－６

みなと薬局　東北沢店 世田谷区北沢３－１－２ メゾンヤマネ１０２

ミナモ薬局／Ｍｉｎａｍｏ 世田谷区給田三丁目３２番６号

ミネ薬局下北沢店 世田谷区北沢２－１１－４ 佐藤ビル１Ｆ

ミネ薬局三軒茶屋店 世田谷区太子堂４－２３－２ ブンカビル１階

ミネ薬局世田谷赤堤通店 世田谷区桜上水１－７－１０ クールセリシェ１Ｆ

ミノリ薬局 世田谷区太子堂３－１４－１ コーポデン１階

めぐみ薬局 世田谷区宇奈根１－１７－１８

メルシー薬局 世田谷区上野毛３－１－１１

ヤマグチ薬局砧店 世田谷区砧４－２０－１１ リバンドール砧１Ｆ

ヤマグチ薬局自由が丘店 世田谷区奥沢５－３１－２０ 日創自由が丘ビル１階

ヤマグチ薬局池尻店 世田谷区池尻２－３３－６ 松尾ハイツ１Ｆ

やまゆり薬局 世田谷区上馬４－４－１０ 芙蓉ハイム１Ａ

ゆうあい薬局 世田谷区粕谷２－８－３

ゆずき薬局 世田谷区世田谷４－１２－１０

ゆずき薬局　世田谷区役所前店 世田谷区若林４丁目２３番１１号 第２松翠ビル１Ｆ

ゆずき薬局駒沢店 世田谷区駒沢４－１８－１９ 駒沢パーク２２９　Ｂ１階

ゆずき薬局二子玉川ライズプラザモール店 世田谷区玉川１－１５－６　２０３

ゆり薬局 世田谷区駒沢５－２７－７ 駒沢渡邊ビルＢ１Ｆ



りんどう薬局 世田谷区上北沢３－１７－５ 杉本ビル

レインボー薬局 世田谷区南烏山１－１２－１８ 江戸ハイムＤ

ローズ薬局 世田谷区上野毛１－１８－１６

ローソンクオール薬局　世田谷一丁目店 世田谷区世田谷１－３０－１１

わこう薬局 世田谷区用賀４－９－６ プラザスズキ１０１

伊東薬局 世田谷区大原２－２７－３３

烏山薬局 世田谷区北烏山７－２２－１０

栄康調剤薬局 世田谷区深沢５－１３－１３

下宿薬局桜丘２号店 世田谷区桜丘２－２５－３

下宿薬局桜丘店 世田谷区桜丘２－２５－４

下宿薬局船橋店 世田谷区船橋１－３０－３　１－Ａ

花みずき薬局 世田谷区玉川３－２３－１

楽天薬局 世田谷区玉川一丁目１４番１号 楽天クリムゾンハウスアネックス３階

株式会社アガペ桜新町薬局 世田谷区桜新町１－１４－２０

鎌倉橋薬局 世田谷区代田１－３１－１０

菊池薬局 世田谷区玉川台２－１－４

菊池薬局用賀店 世田谷区用賀４－３０－１３

砧３丁目薬局 世田谷区砧３－４－４

丘の上薬局　下高井戸店 世田谷区赤堤５－３０－１５ しもたかいどメディカルタウン１０２号

宮の坂薬局 世田谷区豪徳寺１－２３－２２

共創未来　下馬薬局 世田谷区下馬３－２１－１１

共創未来　経堂駅前薬局 世田谷区経堂１－１２－１２

共創未来　弦巻薬局 世田谷区弦巻４－２０－１９

共創未来　三軒茶屋薬局 世田谷区三軒茶屋１－１３－７ 三茶ＪＯＹビル１Ｆ

共立薬局 世田谷区喜多見８－１８－１０ １Ｆ

玉川薬局 世田谷区中町２－２５－１５

九品仏薬局 世田谷区奥沢８－１４－１７

恵愛薬局　経堂店 世田谷区経堂１－１８－１０

恵愛薬局経堂北口店 世田谷区経堂二丁目４番２号 石綿ビル１階

経堂みどり薬局 世田谷区経堂２－１－３３ 経堂コルティ３０４

経堂わかば薬局 世田谷区経堂５－３２－２０ シャルム経堂１０２

経堂薬局 世田谷区宮坂３－１３－６ 経堂すずらん会館１０２

穴沢薬局 世田谷区赤堤２－４３－１１ メゾンＲ・Ｔ１階



豪徳寺薬局 世田谷区豪徳寺１－２２－６ 村田ビル１Ｆ

佐々浪薬局 世田谷区玉川３－１７－１ 玉川高島屋ショッピングセンター西館１Ｆ

佐野薬局 世田谷区南烏山４－８－４

桜上水調剤薬局 世田谷区桜上水５－３０－７ メゾンエミナ―ル１階

桜上水薬局 世田谷区桜上水２－２５－６

桜薬局　代田橋店 世田谷区大原２－２６－１０

三軒茶屋駅前薬局 世田谷区太子堂４－２２－５－１０１

三軒茶屋薬局 世田谷区三軒茶屋１－３９－５ メゾン．デ．スタチユ１Ｆ

三光薬局三軒茶屋店 世田谷区三軒茶屋１－４０－１５

三才堂薬局 世田谷区弦巻４－２－１

三宿薬局 世田谷区三宿１－７－６

志宝薬局　代田店 世田谷区代田３－４２－８

慈光堂薬局 世田谷区若林５－２－２

若葉薬局 世田谷区中町２－１－１８

小谷調剤薬局 世田谷区船橋７－４－１２ ノズビル１階

松原マリン薬局 世田谷区松原２－３３－１８ Ｆコート松原１０１

松原薬局北口店 世田谷区松原５－５８－８ 清水マンション１０１

上祖師谷薬局 世田谷区上祖師谷５－２２－２

上町薬局 世田谷区世田谷３－３－６

新代田調剤薬局 世田谷区羽根木１丁目２番８号

仁誠堂薬局 世田谷区北烏山４－３５－３０

世田谷区休日夜間薬局 世田谷区松原６－３７－１０

瀬田東薬局 世田谷区瀬田２－１３－１３

成城調剤薬局 世田谷区成城六丁目７番８号 加藤ビル１階

成城薬局 世田谷区成城５－１３－２３

成川薬局用賀店 世田谷区用賀４－４－５ 新栄倉ビル１Ｆ

清水薬局 世田谷区喜多見９－１－７ 喜多見平和堂ビルＢ１

清和調剤薬局 世田谷区等々力二丁目１番１５号

西岡薬局 世田谷区桜上水４－１８－１９ 森本マンション１Ｆ

千利薬局 世田谷区上北沢５－１２－１９ クイーンコート上北沢１Ｆ－Ｂ

船橋薬局 世田谷区経堂４－１９－５ ハニーコート１０３号

祖師ヶ谷のぞみ調剤薬局 世田谷区砧６－１８－７ ｃｒｉｓａｎｔｅｍｏ祖師ヶ谷大蔵１Ｆ

蘇命堂柳田薬局 世田谷区池尻３－１９－１３ イプシロン１Ｆ



泰平薬局成城店 世田谷区成城２－２５－１１ ひのき成城ビル

泰洋薬局赤堤店 世田谷区赤堤２－２－８

代沢クロスロード薬局 世田谷区代沢四丁目５番１９号 フィル・パーク三軒茶屋１階

代田橋薬局 世田谷区大原２－１７－６ ステーションプラザ代田橋１階

大志堂薬局 世田谷区太子堂３－２０－７

大和薬局 世田谷区喜多見８－１９－１５ 森田ビル１Ｆ

第一薬局世田谷代田店 世田谷区代田二丁目１９番１１号

池田快生堂薬局 世田谷区南烏山６－３－１４

中川薬局　三軒茶屋２号店 世田谷区三軒茶屋１－３５－２１ ＬＩＬＡＳ三軒茶屋１階

中川薬局三軒茶屋店 世田谷区三軒茶屋１－３７－１０ ドルフ三茶１Ｆ

中川薬局八幡山南店 世田谷区八幡山３－３２－２５ ＭＹビル１階

調剤薬局ツルハドラッグ　九品仏駅前店 世田谷区奥沢６丁目２５－１０

調剤薬局ツルハドラッグ　世田谷千歳台店 世田谷区千歳台６－４－２０

調剤薬局トミショウ駒留店 世田谷区三軒茶屋２－４６－１－１０５

調剤薬局日本メディカルシステム　世田谷下馬店 世田谷区下馬二丁目２７番１３号 レジディア三宿１Ｆ

田辺薬局　奥沢北口店 世田谷区奥沢五丁目１４番１１号 ＣＯＭビル１階

田辺薬局　三軒茶屋店 世田谷区太子堂４－２３－１２ 井上ビル２階

田辺薬局奥沢東口店 世田谷区奥沢２－５－８

田辺薬局九品仏南店 世田谷区奥沢６－３－７ サンプラザ田園調布１０２

田辺薬局上野毛本店 世田谷区上野毛１－１４－１

田辺薬局深沢新町店 世田谷区深沢６－２０－１４

田辺薬局祖師ヶ谷店 世田谷区祖師谷３－３２－８

田辺薬局太子堂前店 世田谷区太子堂３－１５－３

田辺薬局二子玉川店 世田谷区玉川３－３９－２７

東玉川薬局 世田谷区東玉川２－１４－５

東城薬局　桜丘店 世田谷区桜丘３－１０－２０ アドラプール世田谷１Ｆ

東優企業組合松原薬局営業所 世田谷区松原５－３－１６

東優企業組合森田薬局 世田谷区等々力３－５－６

東優企業組合廣田屋薬局営業所 世田谷区代田１－３３－１４

徳永薬局三宿店 世田谷区太子堂１－３－３９ カスタリア三宿１階

内田薬局 世田谷区大原２－１７－１５

南烏山薬局 世田谷区南烏山五丁目３番３号 Ｎａｓｉｃフローラコート世田谷１Ｆ

南烏山薬局　駅前店 世田谷区南烏山五丁目１８番１３号 モリッチビル１階



南山堂薬局　世田谷上町店 世田谷区世田谷２－３－６ オオゼキビル１階１０１

南山堂薬局　千歳船橋店 世田谷区船橋１－１１－１ Ｆ医療モール１階

南山堂薬局下北沢店 世田谷区代沢５－１８－１ 代沢カラバッシュ１階Ｂ－１

日本調剤　すみれ中央薬局 世田谷区桜三丁目２番１７号 ＤＳ桜ビル１階

日本調剤　丸正さくら薬局 世田谷区桜新町１－８－９ Ｓａｋｕｒａ　Ｈｏｕｓｅ（１階・２階）

日本調剤　砧薬局 世田谷区砧３－５－３

日本調剤　桜丘中央薬局 世田谷区桜丘三丁目２８番１号 ヴィレッタ桜丘１階

日本調剤　三軒茶屋薬局 世田谷区三軒茶屋１－３７－２　１階

日本調剤　世田谷薬局 世田谷区世田谷４丁目１番３号 世田谷医療ＣＯＭＭＵＮＩＴＹ　１階

日本調剤　祖師谷薬局 世田谷区祖師谷３－３３－８

日本調剤　南烏山薬局 世田谷区南烏山６－３６－１０

日本調剤　尾山台南口薬局 世田谷区尾山台３－３４－５ フォレシティ尾山台１階

日本調剤　用賀駅前薬局 世田谷区用賀４－１１－１０ サンエイ用賀ビル１階

日本調剤奥沢駅前薬局 世田谷区奥沢３－３３－１２ けやきガーデン奥沢１階

日本調剤桜新町薬局 世田谷区桜新町２－１０－４

日本調剤成城学園前薬局 世田谷区成城６－９－１ 五和ビル１階

日本調剤千歳烏山薬局 世田谷区南烏山６－２７－１０　１Ｆ

日本調剤千歳船橋薬局 世田谷区船橋１－１－５

日本調剤用賀中央薬局 世田谷区上用賀６－２５－１

梅ヶ丘薬局 世田谷区梅丘１－２１－７

尾山台南薬局 世田谷区尾山台３－２８－１４

尾山台薬局 世田谷区等々力五丁目５番７号

福寿薬局 世田谷区世田谷３－２４－１４

北烏山薬局 世田谷区北烏山６－１０－６

明大前はなぞの薬局 世田谷区松原２－４５－１０ レインボー明大前１Ｆ

薬局くすり箱 世田谷区赤堤３－４－９ 上保コーポ１階

薬局くすり箱上町店 世田谷区世田谷３－８－５

薬局さくらファーマシー 世田谷区豪徳寺１－４５－２

薬局トモズ　成城コルティ店 世田谷区成城６－５－３４ 成城コルティ３階

薬局トモズ　代沢店 世田谷区代沢５－８－１４

薬局トモズ　野沢店 世田谷区野沢２－５－２０

薬局トモズ下北沢店 世田谷区代田６－１－２８ 白洋ビル１Ｆ

薬局トモズ駒沢駅前店 世田谷区上馬４－４－５



薬局トモズ駒沢店 世田谷区駒沢４－１－１ ノア駒沢Ｂ１階

薬局トモズ三軒茶屋店 世田谷区三軒茶屋一丁目３９－７ ベルアージュ１階

薬局トモズ小田急マルシェ祖師ヶ谷大蔵店 世田谷区祖師谷３－１－２ 小田急マルシェ祖師ヶ谷大蔵１Ｆ

薬局トモズ上馬店 世田谷区上馬三丁目６番１１号 コンフォリア世田谷上馬１階

薬局トモズ上野毛店 世田谷区中町２－２３－１０

薬局トモズ成城南口店 世田谷区成城２－４０－２

薬局トモズ等々力南口店 世田谷区等々力２－３２－１４

薬局トモズ等々力北口店 世田谷区等々力３－５－２

薬局マツモトキヨシ　芦花公園駅前店 世田谷区南烏山一丁目１３番１２号 芦花公園駅前メディカルモール１階

薬局マツモトキヨシ　下北沢店 世田谷区北沢二丁目１３番６号 第一マツヤビル１階

薬局マツモトキヨシ　千歳船橋駅前店 世田谷区船橋１－９－３

薬局ランタン　千歳烏山店 世田谷区千歳烏山５－１５－１０ ＮＴ千歳烏山１階

薬局わかば 世田谷区上祖師谷５－２２－１５

薬局桜新町ファーマシー 世田谷区桜新町１－８－５

薬局世田谷ファーマシー 世田谷区代沢４－３７－３

薬局赤堤ファーマシー 世田谷区赤堤５－１６－１３

薬局日本メディカル 世田谷区松原二丁目２９番１ ブランテラス松原１０１

薬局日本メディカルシステム尾山台店 世田谷区等々力２－１８－１１

薬樹薬局　上野毛 世田谷区上野毛二丁目２２番１４号 ＣＯＲＴＩＬＥ　ＴＡＭＡＧＡＷＡ　Ａ棟　地下１Ｆ

薬樹薬局下北沢 世田谷区北沢２－１－１６ アーバニティ下北沢１Ｆ

薬樹薬局大原 世田谷区大原１－５６－３ イーグル代田橋ビル１０１

有限会社タマヤ薬局 世田谷区上北沢４－１１－６

有限会社中島薬局 世田谷区太子堂４－２７－１１

陽だまり薬局 世田谷区船橋１－４４－５ １階

和康堂薬局 世田谷区駒沢１－４－１０

和康堂薬局中町店 世田谷区中町４－３１－１３ 上野毛ＱＳハイム１０１

和田薬局 世田谷区池尻４－３８－１３


