川崎市宮前区薬剤師会 処方箋取り扱い

保険薬局一覧

2021.2月現在

あいケア薬局野川店

エグチ薬局

スギ薬局たいら店

バンビーノ薬局

薬樹薬局 鷺沼

TEL：589-4678/FAX：589-6250
野川 121-17
【営業時間】月-水・金：8:30～12:30/14:00～18:00
木・土：8:30～12:30
【定休日】日・祝日

宮前平3-10-16 TEL：888-4631/FAX：888-5707
【営業時間】 9:00～20:00
【定休日】 日
マコトストア前 宮前平郵便局前

平2-4-38
TEL：870-9131/FAX：856-5355
【営業時間】 10:00～22:00
【定休日】 無休
そうてつローゼンたいら店１階

小台2-4-5
TEL：854-9927/FAX：854-9957
【営業時間】 月－金：9:00～20:00
土：9:00～17:00
【定休日】 日・祝日

TEL：871-7275/FAX：871-7276
鷺沼 3-2-6
【営業時間】月,火,水,金：9:00-19:00/土：9：00-18：00
第1,3,5木曜：10：00-19：00/第2,4木曜：9：00-19：00
【定休日】 日・祝日

アガペ鷺沼薬局

かしの木薬局

スターファーマシー

ひかり薬局

薬樹薬局 土橋

鷺沼 1-22-7
TEL：854-1209/FAX：854-1289
【営業時間】月・水・金：9:00～19:30
水・木：9:00～18:00/土：9:00～12:30
【定休日】日・祝日

有馬3-13-5
TEL：857-3921/FAX：857-1319
【営業時間】 9:00～18:30/土：9:00～17:30
【定休日】 日・祝日
246マクドナルド横入り奥

土橋1-21-14 TEL：861-1781/FAX：861-1782
【営業時間】 月～水・金：8:30～19:00
木・土：8:30～17:00
【定休日】 日・祝日 スーパーいなげや土橋店隣

野川台1-2-3 TEL：740-1366/FAX：740-1367
【営業時間】 9:00～12:30、15:00～19:00
水・土：9:00～17:00 日・祝：9:00～12:00
【定休日】 なし
野川台西口バス停近く

土橋 3-3-1
TEL：862-8910/FAX：862-8920
【営業時間】月-金：9:00～20:00/土：9:00～18:00
第1・3日日：9:00～18:00/第2・4・5日：9:30～18:00
【定休日】祝日

あつみ薬局宮崎台店

グリーン薬局

たんぽぽ薬局

プライマリーファーマシー

薬樹薬局 土橋

宮崎2-13-4
TEL：870-6005/FAX：870-6006
【営業時間】月-水・金：9:00～19:00
木：9:00～13:00/土曜日：9:00～13:00
【定休日】 日・祝日

けやき平1-16 TEL：866-5317/FAX：866-5317
【営業時間】 8:30～18:00
木：8:30～13:00/土：8:30～16:00
【定休日】 日・祝日 鷺沼駅・宮崎台駅よりバス10分

小台1-20-1
TEL：854-5038/FAX：854-5038
【営業時間】 9:00～19:00
【定休日】 日・祝日
鷺沼東急ストア横 西川寝具並び

宮前平2-15-2 TEL：854-2018/FAX：854-2917
【営業時間】 8:30～19:30/土曜：8:30～18:00
【定休日】 日・祝日
宮前平駅ファミリーマート先

土橋 3-3-1
TEL：862-8910/FAX：862-8920
【営業時間】月-金：9:00～20:00/土：9:00～18:00
第1・3日:9:00～18:00 /第2・4・5日:9:30～18:00
【定休日】祝日

有馬センター薬局

クリエイト・エスディー川崎宮崎台駅前薬局

ハイフキヤ

馬絹薬局

薬樹薬局 馬絹

東有馬3-5-28 TEL：854-9318/FAX：855-2826
【営業時間】 9:00～18:30/土：9:00～14:30
【定休日】 木・日・祝日
有馬温泉並び

TEL：853-5336/FAX：871-6333
宮崎2-10-8
【営業時間】月・火・水・金：9:00～12:30、14:00～19:00
土：9:00～12:30
【定休日】 日・祝日

宮前平2-15-8 TEL：854-2955
【営業時間】10：00～21：45
【定休日】 無休
宮前平駅から徒歩1分

馬絹1172-2
TEL：860-2175/FAX：860-2176
【営業時間】 9:00～12:30、14:00～18:30
土：9:00～12:30、14:00～17:30
【定休日】 木・日・祝日 馬絹神社前バス停より1分

馬絹526-7
TEL：853-2300/FAX：853-2300
【営業時間】 月・火・水・金：9:00～12:30、14:00～19:00
土：9:00～12:30
【定休日】 木・日・祝日
馬絹郵便局そば

有馬調剤薬局

コスモス薬局

ハートランド薬局

みどり薬局

薬樹薬局 宮崎台

東有馬3-15-4 プリメーラ鷺沼101号室
TEL：855-6888/FAX：855-2773
【営業時間】 9:00～18:30/水・土9:00～12:30
【定休日】 日・祝日・第2・4土曜日 下有馬バス停前

有馬5-18-22 TEL：870-4010/FAX：870-4010
【営業時間】 月～金：9:00～18:00
土：9:00～16:00
丸正有馬店手前
【定休日】 日・祝日

潮見台6-7
TEL：979-1050/FAX：976-8533
【営業時間】 9:00～19:00/土：9:00～15:00
【定休日】 水・日・祝日
潮見台みどり幼稚園下

鷺沼1-11-14 TEL：871-1151/FAX：871-1152
【営業時間】 9:00～19:00
【定休日】 日
鷺沼東急ストア 鷺沼パレス

神木2-2-1
TEL：860-2760/FAX：860-2761
【営業時間】 月・火・水・金・土：9:00～19:00
木：9:00～18:00
【定休日】 日

アルファ薬局

さぎぬま薬局

パル調剤薬局

宮崎台調剤薬局

薬樹薬局 宮前平

東有馬5-24-1 TEL：870-1072/FAX：870-1072
【営業時間】
【定休日】 日・祝日
川崎信用金庫前

鷺沼1-11-6
TEL：854-1317（5226）/FAX：854-1317
【営業時間】 19:00～20:00
【定休日】 日・祝日 鷺沼東急ストアマクドナルド裏

平2-11-3 YOUビル2F TEL：860-6680/FAX：860-6685
【営業時間】 9:00～12:30、15:00～18:30
火・金：9:00～12:30、15:00～20:30
土：9:00～12:30、15:00～16:30
【定休日】 日・祝日
向ヶ丘出張所郵便局そば

宮崎2-2-1
TEL：852-5377/FAX：852-5377
【営業時間】 8:45～12:15、13:30～17:15
水・土：8:45～12:15
【定休日】 日・祝日
宮崎台田園スイミングそば

小台2-6-6
TEL：862-6590/FAX：870-8926
【営業時間】 月・火・木・金：9:00～19:00
水： 9：30～19：00 /土： 9：00～17：00
【定休日】 祝日

安心堂薬局

鷺沼きりん薬局

パル薬局蔵敷店

宮前平薬局

薬樹薬局 宮前平2号店

有馬3-13-5
TEL：855-5458/FAX：855-5458
【営業時間】 10：00～19:00
【定休日】 木

鷺沼1-3-13 鷺沼東急アパート
TEL/FAX：888-1193
【営業時間】 月～金：9:00～12:30/15:00～18:30
土：9:00～12:30
【定休日】 日・木・土曜の午後・祝日

菅生2-1-6 日向園ビル1F
TEL：978-0171/FAX：8978-0172
【営業時間】 9:00～12:30、15:00～18:30/土：9:00～12:30
【定休日】 日・祝日
蔵敷交差点 王禅寺方面

宮崎6-9-5
TEL：861-2232/FAX：861-2922
【営業時間】 月・火・木・金：9:00～18:00
土：9:00～17:00
宮前区役所前
【定休日】水・日・祝日

小台2-6-6
TEL：870-8925/FAX：862-6591
【営業時間】 月・火・木・金：9:00～19:00
水： 9：30～19：00 /土・日： 9：00～17：00
【定休日】 日・祝日

ウイン調剤薬局 宮崎台店

さくら調剤薬局

パル薬局菅生店

みらいず薬局

薬局神木

宮崎5-1-14
TEL：870-0380/FAX：870-0381
【営業時間】 月・火・木・金：9:00～19:00
水：9:00～12:30/土：9:00～13:00
【定休日】 日・祝日

鷺沼1-12-2
TEL：855-5606/FAX：855-5606
【営業時間】 10：00～19：30/火：10：00～19：00
木・土：10：00～14：00
【定休日】 日・祝日

菅生4-1-28
TEL：863-7988/FAX：863-7990
【営業時間】 月～金：9:00～13:30/15:00～18:30
土：9:00～12:00
【定休日】 日・祝日

宮崎2-9-3-101 TEL：982-1234/FAX：982-1235
【営業時間】 月・水・木・金：9:00～19:00
火：9:00～18:00 土・日・祝：9:00～12:00
宮崎台駅徒歩3分
【定休日】なし

神木本町2-2-15 TEL：861-8014/FAX：861-8014
【営業時間】 月－金：9:00～18:00
土：9:00～17:00/日：9:00～12:00
【定休日】 祝日
神木本町交差点そば

エーケー有馬薬局

潮見台薬局

パル薬局鷺沼店

村上薬局

レガロ薬局

鷺沼3-1-36
TEL：855-9531/FAX：855-9531
【営業時間】 9:00～19:00/水:10:00～19:00
【定休日】 日・祝日
鷺沼駅より徒歩1分

潮見台 20-3
TEL：978-0189/FAX：978-2189
【営業時間】 月-金：9：00～18：00
土：8：00～17：00
【定休日】 日・祝日
鷺沼みずほ銀行裏下

鷺沼4-10-30 TEL：271-1160/FAX：271-1161
【営業時間】 月～水・金：8:30～13:30/15:00～18:30
木：8:30～16:30 / 土：8:30～13:30
【定休日】 日・祝日

土橋6-7-3
TEL：854-7767/FAX：854-7791
【営業時間】 9:00～17:30/木・土：9:00～12:00
【定休日】 日・祝日
宮前平パームハウスそば

菅生5-5-4
TEL：976-3142/FAX：976-3094
【営業時間】 月・火・水・金：9:00～19:00
木：9:00～17:00/土：9:00～13:00
【定休日】 日・祝日 宮前平駅より蔵敷団地バス15分

えがお薬局

松美堂薬局

阪神調剤薬局鷺沼店

薬樹薬局 梶ヶ谷

南平台3-8
TEL/FAX：978-5528
【営業時間】 月・火・水・金：9:00～18:30
土：9:00～17:00
【定休日】 木・日・祝日

小台2-7-19
TEL：854-3893/FAX：854-3893
【営業時間】 8:30～19:30/土：8:30～18:00
【定休日】 日・祝日
宮前平ラポール裏

有馬4-17-22 TEL：870-2230/FAX：870-2239
【営業時間】 月～金：9：00～18：00
土：9：00～13：00
【定休日】 日・祝日

宮崎153-2
TEL：870-5121/FAX：870-5122
【営業時間】 月－金：8:30～17:30
【定休日】 土・日・祝日
梶が谷駅より徒歩約15分
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保険薬局一覧

2021.2月現在

あいケア薬局野川店

エグチ薬局

スギ薬局たいら店

バンビーノ薬局

薬樹薬局 鷺沼

TEL：589-4678/FAX：589-6250
野川 121-17
【営業時間】月-水・金：8:30～12:30/14:00～18:00
木・土：8:30～12:30
【定休日】日・祝日

宮前平3-10-16 TEL：888-4631/FAX：888-5707
【営業時間】 9:00～20:00
【定休日】 日
マコトストア前 宮前平郵便局前

平2-4-38
TEL：870-9131/FAX：856-5355
【営業時間】 10:00～22:00
【定休日】 無休
そうてつローゼンたいら店１階

小台2-4-5
TEL：854-9927/FAX：854-9957
【営業時間】 月－金：9:00～20:00
土：9:00～17:00
【定休日】 日・祝日

TEL：871-7275/FAX：871-7276
鷺沼 3-2-6
【営業時間】月,火,水,金：9:00-19:00/土：9：00-18：00
第1,3,5木曜：10：00-19：00/第2,4木曜：9：00-19：00
【定休日】 日・祝日

アガペ鷺沼薬局

かしの木薬局

スターファーマシー

ひかり薬局

薬樹薬局 土橋

鷺沼 1-22-7
TEL：854-1209/FAX：854-1289
【営業時間】月・水・金：9:00～19:30
水・木：9:00～18:00/土：9:00～12:30
【定休日】日・祝日

有馬3-13-5
TEL：857-3921/FAX：857-1319
【営業時間】 9:00～18:30/土：9:00～17:30
【定休日】 日・祝日
246マクドナルド横入り奥

土橋1-21-14 TEL：861-1781/FAX：861-1782
【営業時間】 月～水・金：8:30～19:00
木・土：8:30～17:00
【定休日】 日・祝日 スーパーいなげや土橋店隣

野川台1-2-3 TEL：740-1366/FAX：740-1367
【営業時間】 9:00～12:30、15:00～19:00
水・土：9:00～17:00 日・祝：9:00～12:00
【定休日】 なし
野川台西口バス停近く

土橋 3-3-1
TEL：862-8910/FAX：862-8920
【営業時間】月-金：9:00～20:00/土：9:00～18:00
第1・3日日：9:00～18:00/第2・4・5日：9:30～18:00
【定休日】祝日

あつみ薬局宮崎台店

グリーン薬局

たんぽぽ薬局

プライマリーファーマシー

薬樹薬局 土橋

宮崎2-13-4
TEL：870-6005/FAX：870-6006
【営業時間】月-水・金：9:00～19:00
木：9:00～13:00/土曜日：9:00～13:00
【定休日】 日・祝日

けやき平1-16 TEL：866-5317/FAX：866-5317
【営業時間】 8:30～18:00
木：8:30～13:00/土：8:30～16:00
【定休日】 日・祝日 鷺沼駅・宮崎台駅よりバス10分

小台1-20-1
TEL：854-5038/FAX：854-5038
【営業時間】 9:00～19:00
【定休日】 日・祝日
鷺沼東急ストア横 西川寝具並び

宮前平2-15-2 TEL：854-2018/FAX：854-2917
【営業時間】 8:30～19:30/土曜：8:30～18:00
【定休日】 日・祝日
宮前平駅ファミリーマート先

土橋 3-3-1
TEL：862-8910/FAX：862-8920
【営業時間】月-金：9:00～20:00/土：9:00～18:00
第1・3日:9:00～18:00 /第2・4・5日:9:30～18:00
【定休日】祝日

有馬センター薬局

クリエイト・エスディー川崎宮崎台駅前薬局

ハイフキヤ

馬絹薬局

薬樹薬局 馬絹

東有馬3-5-28 TEL：854-9318/FAX：855-2826
【営業時間】 9:00～18:30/土：9:00～14:30
【定休日】 木・日・祝日
有馬温泉並び

TEL：853-5336/FAX：871-6333
宮崎2-10-8
【営業時間】月・火・水・金：9:00～12:30、14:00～19:00
土：9:00～12:30
【定休日】 日・祝日

宮前平2-15-8 TEL：854-2955
【営業時間】10：00～21：45
【定休日】 無休
宮前平駅から徒歩1分

馬絹1172-2
TEL：860-2175/FAX：860-2176
【営業時間】 9:00～12:30、14:00～18:30
土：9:00～12:30、14:00～17:30
【定休日】 木・日・祝日 馬絹神社前バス停より1分

馬絹526-7
TEL：853-2300/FAX：853-2300
【営業時間】 月・火・水・金：9:00～12:30、14:00～19:00
土：9:00～12:30
【定休日】 木・日・祝日
馬絹郵便局そば

有馬調剤薬局

コスモス薬局

ハートランド薬局

みどり薬局

薬樹薬局 宮崎台

東有馬3-15-4 プリメーラ鷺沼101号室
TEL：855-6888/FAX：855-2773
【営業時間】 9:00～18:30/水・土9:00～12:30
【定休日】 日・祝日・第2・4土曜日 下有馬バス停前

有馬5-18-22 TEL：870-4010/FAX：870-4010
【営業時間】 月～金：9:00～18:00
土：9:00～16:00
丸正有馬店手前
【定休日】 日・祝日

潮見台6-7
TEL：979-1050/FAX：976-8533
【営業時間】 9:00～19:00/土：9:00～15:00
【定休日】 水・日・祝日
潮見台みどり幼稚園下

鷺沼1-11-14 TEL：871-1151/FAX：871-1152
【営業時間】 9:00～19:00
【定休日】 日
鷺沼東急ストア 鷺沼パレス

神木2-2-1
TEL：860-2760/FAX：860-2761
【営業時間】 月・火・水・金・土：9:00～19:00
木：9:00～18:00
【定休日】 日

アルファ薬局

さぎぬま薬局

パル調剤薬局

宮崎台調剤薬局

薬樹薬局 宮前平

東有馬5-24-1 TEL：870-1072/FAX：870-1072
【営業時間】
【定休日】 日・祝日
川崎信用金庫前

鷺沼1-11-6
TEL：854-1317（5226）/FAX：854-1317
【営業時間】 19:00～20:00
【定休日】 日・祝日 鷺沼東急ストアマクドナルド裏

平2-11-3 YOUビル2F TEL：860-6680/FAX：860-6685
【営業時間】 9:00～12:30、15:00～18:30
火・金：9:00～12:30、15:00～20:30
土：9:00～12:30、15:00～16:30
【定休日】 日・祝日
向ヶ丘出張所郵便局そば

宮崎2-2-1
TEL：852-5377/FAX：852-5377
【営業時間】 8:45～12:15、13:30～17:15
水・土：8:45～12:15
【定休日】 日・祝日
宮崎台田園スイミングそば

小台2-6-6
TEL：862-6590/FAX：870-8926
【営業時間】 月・火・木・金：9:00～19:00
水： 9：30～19：00 /土： 9：00～17：00
【定休日】 祝日

安心堂薬局

鷺沼きりん薬局

パル薬局蔵敷店

宮前平薬局

薬樹薬局 宮前平2号店

有馬3-13-5
TEL：855-5458/FAX：855-5458
【営業時間】 10：00～19:00
【定休日】 木

鷺沼1-3-13 鷺沼東急アパート
TEL/FAX：888-1193
【営業時間】 月～金：9:00～12:30/15:00～18:30
土：9:00～12:30
【定休日】 日・木・土曜の午後・祝日

菅生2-1-6 日向園ビル1F
TEL：978-0171/FAX：8978-0172
【営業時間】 9:00～12:30、15:00～18:30/土：9:00～12:30
【定休日】 日・祝日
蔵敷交差点 王禅寺方面

宮崎6-9-5
TEL：861-2232/FAX：861-2922
【営業時間】 月・火・木・金：9:00～18:00
土：9:00～17:00
宮前区役所前
【定休日】水・日・祝日

小台2-6-6
TEL：870-8925/FAX：862-6591
【営業時間】 月・火・木・金：9:00～19:00
水： 9：30～19：00 /土・日： 9：00～17：00
【定休日】 日・祝日

ウイン調剤薬局 宮崎台店

さくら調剤薬局

パル薬局菅生店

みらいず薬局

薬局神木

宮崎5-1-14
TEL：870-0380/FAX：870-0381
【営業時間】 月・火・木・金：9:00～19:00
水：9:00～12:30/土：9:00～13:00
【定休日】 日・祝日

鷺沼1-12-2
TEL：855-5606/FAX：855-5606
【営業時間】 10：00～19：30/火：10：00～19：00
木・土：10：00～14：00
【定休日】 日・祝日

菅生4-1-28
TEL：863-7988/FAX：863-7990
【営業時間】 月～金：9:00～13:30/15:00～18:30
土：9:00～12:00
【定休日】 日・祝日

宮崎2-9-3-101 TEL：982-1234/FAX：982-1235
【営業時間】 月・水・木・金：9:00～19:00
火：9:00～18:00 土・日・祝：9:00～12:00
宮崎台駅徒歩3分
【定休日】なし

神木本町2-2-15 TEL：861-8014/FAX：861-8014
【営業時間】 月－金：9:00～18:00
土：9:00～17:00/日：9:00～12:00
【定休日】 祝日
神木本町交差点そば

エーケー有馬薬局

潮見台薬局

パル薬局鷺沼店

村上薬局

レガロ薬局

鷺沼3-1-36
TEL：855-9531/FAX：855-9531
【営業時間】 9:00～19:00/水:10:00～19:00
【定休日】 日・祝日
鷺沼駅より徒歩1分

潮見台 20-3
TEL：978-0189/FAX：978-2189
【営業時間】 月-金：9：00～18：00
土：8：00～17：00
【定休日】 日・祝日
鷺沼みずほ銀行裏下

鷺沼4-10-30 TEL：271-1160/FAX：271-1161
【営業時間】 月～水・金：8:30～13:30/15:00～18:30
木：8:30～16:30 / 土：8:30～13:30
【定休日】 日・祝日

土橋6-7-3
TEL：854-7767/FAX：854-7791
【営業時間】 9:00～17:30/木・土：9:00～12:00
【定休日】 日・祝日
宮前平パームハウスそば

菅生5-5-4
TEL：976-3142/FAX：976-3094
【営業時間】 月・火・水・金：9:00～19:00
木：9:00～17:00/土：9:00～13:00
【定休日】 日・祝日 宮前平駅より蔵敷団地バス15分

えがお薬局

松美堂薬局

阪神調剤薬局鷺沼店

薬樹薬局 梶ヶ谷

南平台3-8
TEL/FAX：978-5528
【営業時間】 月・火・水・金：9:00～18:30
土：9:00～17:00
【定休日】 木・日・祝日

小台2-7-19
TEL：854-3893/FAX：854-3893
【営業時間】 8:30～19:30/土：8:30～18:00
【定休日】 日・祝日
宮前平ラポール裏

有馬4-17-22 TEL：870-2230/FAX：870-2239
【営業時間】 月～金：9：00～18：00
土：9：00～13：00
【定休日】 日・祝日

宮崎153-2
TEL：870-5121/FAX：870-5122
【営業時間】 月－金：8:30～17:30
【定休日】 土・日・祝日
梶が谷駅より徒歩約15分

川崎市宮前区
薬剤師会ホームページ
http://www.miyamae-pa.jp/

