
クローバー薬局 姪の浜４－１７－５ 092-883-9397 092-883-9398 ○

タカラ薬局 豊浜 豊浜２－１－１－１Ｆ　 092-892-3737 092-892-3737 ○

フクオカ薬局 姪浜４－９－１８ 092-883-1795 092-883-1795 ○

愛宕浜梅薬局 愛宕浜１－３－１ 092-884-3911 092-882-2451 ○

大賀薬局 愛宕店 姪の浜２－２－５３　 092-892-3800 092-892-3805 ○

大賀薬局　姪の浜４丁目店 姪の浜４－１４－２８ 092-892-3456 092-892-3446 ○

姪浜コクミン薬局 姪の浜４－８－２　　 092-895-5593 092-285-2150 ○

いちご薬局 姪浜２－１３－２ 092-883-1030 092-883-1030 ○

おおい調剤薬局 姪浜駅南１－６－２２－１Ｆ 092-882-5699 092-882-5633 ○

かもめ薬局 福重５－６－１ 092-895-1121 092-895-1131 ○

セイコー薬局 福重店 福重５－１９－１２ 092-894-3460 092-894-3461 ○

タカラ薬局　福重 福重４－７－４ 092-881-3931 092-881-3931 ○

タカラ薬局 姪浜 姪浜駅南３－１５－２０　 092-895-2674 092-895-2675 ○

タカラ薬局 姪浜駅前 姪浜駅南１－４－１８　 092-883-1021 092-883-1021 ○

なかむら薬局 姪の浜５－９－１　 092-882-0056 092-882-0054 ○

ヒマワリ薬局 姪浜駅南２－１９－２２ 092-892-3014 092-892-3017 ○

ミネマツ薬局　姪浜南店 姪浜駅南２－１９－１８ 092-885-1721 092-885-1738 ○

大賀薬局 姪浜駅前店 内浜１－１－５　 092-884-3034 092-884-3038 ○

アイン薬局　生の松原店 生の松原３－１２６０－８ 092-881-0530 092-881-0068 ○

さんはーと薬局 上山門１－１４－１　 092-892-3877 092-892-3878 ○

そうごう薬局 下山門店 下山門団地４０―１ 092-892-1511 092-892-1519 ○

福神調剤薬局 拾六町店 拾六町５－１７－２３　 092-885-5148 092-885-5188 ○

ミネマツ薬局　上山門店 上山門１－２２－２ 092-883-0113 092-883-0114 ○

イッセイ調剤薬局 橋本２－１７－２８ 092-811-6380 092-811-6380 ○

サンアイ薬局　福重店 橋本１－１０－３４ 092-836-9831 092-836-9832 ○

そうごう薬局 戸切店 戸切２－１３－１０ 092-892-5041 092-892-5042 ○

タカラ薬局　橋本 橋本２－３３－３３　 092-834-5555 092-834-5555 ○
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ナカガミ薬局　センタービル店 壱岐団地１３５－１１ 092-811-6530 092-812-1136 ○

アイビー薬局 横浜１－９－３４ 092-805-5777 092-805-5780 ○

エンゼル薬局 今宿１－１－１０　　 092-807-1850 092-807-1850  ○

くれよん薬局 今津 今津３３２－５ 092-807-7878 092-807-7733

くれよん薬局 小田 大字小田４２－５ 092-805-2377 092-805-2380 ○

そうごう薬局 今宿駅前店 今宿駅前１－２－３２　 092-805-5021 092-805-5022 ○

タカラ薬局 伊都 西都１－７－３７　 092-805-7866 092-805-7866 ○

タカラ薬局 伊都東 西都１－４－８　 092-405-0959 092-405-0959 ○

ライフ薬局 今宿駅前１－７－５　 092-805-8755 092-805-8756 ○

参星堂薬局 今宿駅前１－６６１－２ 092-807-7093 092-807-7074 ○

新生堂薬局 今宿店 今宿３－１９－１１ 092-805-6321 092-805-6322 ○

大賀薬局 学研都市店 西都１－３－１０　 092-805-1200 092-805-1208 ○

津田薬局 横浜１－５０－１６ 092-806-2372 092-806-6752 ○

そうごう薬局 石丸店 石丸３－７－３０ 092-885-1631 092-885-1632 ○

そうごう薬局 石丸東店 石丸２-４０-２７ 092-883-1861 092-883-1862 ○

ニック調剤薬局　生の松原店 生の松原１－３３－１－２Ｆ　 092-892-1866 092-892-1867 ○

ＴＭ調剤薬局　野方６丁目店 野方６－２６－８ 092-894-8688 092-894-8687 ○

コ－シン薬局 拾六町１－１９－１ 092-884-1837 092-400-4896 ○

そうごう薬局 野方店 野方７－７５９－４ 092-812-1601 092-812-1602 ○

そうごう薬局 野方東店 野方６－３６－２６　 092-812-5231 092-812-5232 ○

タカラ薬局 西の丘 拾六町３－８－２０　 092-891-1298 092-891-1298 ○

ニック調剤薬局 西の丘店 西の丘２－１－１　 092-895-1102 092-895-1103 ○

野方セントラル薬局 野方１－１６－１９ 092-812-1528 092-812-1529 ○

アガペ横浜薬局 田尻２５７０－１３ 092-805-8055 092-805-8056 ○

くれよん薬局 元岡 田尻１５３９－１ 092-806-1557 092-806-9211 ○

そうごう薬局 周船寺店 富士見２－１４－５　 092-802-0281 092-802-0282 ○

もくば薬局　周船寺駅前店 周船寺１－１－２８ 092-807-8066 092-807-8066 ○

リライ薬局　学研都市店 北原１－１３－３　 092-805-6210 092-805-6211 ○

福神調剤薬局 周船寺店 周船寺１－５－２５　 092-805-6055 092-805-6077 ○
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