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薬局名 郵便番号 電話番号 薬局名 郵便番号 電話番号 薬局名 郵便番号 電話番号
さくら薬局 589-0022 大阪狭山市 西山台3－2－8 072-360-0255 ゆうしん薬局 586-0026 河内長野市 寿町3-48 0721-56-1500 ハンナ薬局 5810027 八尾市 八尾木5-164 072-994-9852
キタバ薬局金剛西口店 589-0011 大阪狭山市 半田1-622-6 072-366-0131 ヤナセ薬局　南花台店 586-0077 河内長野市 南花台1-17-11 0721-63-5854 みどり薬局 5810022 八尾市 柏村町4丁目311-1 072-922-3620
サン薬局 589-0006 大阪狭山市 金剛1-3-4 072-368-0039 吉井薬局 586-0015 河内長野市 本町23-15 0721-52-2054 いぬい薬局 5810037 八尾市 太田5-43 072-949-5043
キタバ薬局　くみの木店 589-0013 大阪狭山市 茱萸木4-372-10 072-360-2101 オリーブ薬局 586-0009 河内長野市 木戸西町2町目1-27 0721-50-1102 アルファー薬局 5810013 八尾市 山本町南1-3-17マルキチビル1Ｆ 072-997-6663
イルカ薬局　狭山店 589-0022 大阪狭山市 西山台3-15-9 072-360-1501 グリーン薬局 586-0009 河内長野市 木戸西町3-1-15山原ビル1階 0721-53-3045 プラザ薬局　青山店　 5810011 八尾市 若草町1-3 072-990-6225
くれよん薬局　さやま店 589-0006 大阪狭山市 金剛2-13-28 072-350-7336 美加の台薬局 586-0044 河内長野市 美加の台1-38-2 0721-64-0493 うめ薬局 5810081 八尾市 南本町4-1-34 072-952-6820
キタバ薬局　西山台店 589-0022 大阪狭山市 西山台3-5-16 072-365-0399 アポロ薬局千代田店 586-0009 河内長野市 木戸西町2-1-23 0721-55-2450 オチ薬局 5810015 八尾市 刑部3-25 072-993-1913
十字堂薬局 589-0005 大阪狭山市 狭山5-2258-5 072-366-6301 キタバ薬局河内長野店 586-0024 河内長野市 西之山町7-2 0721-50-0085 クレヨン薬局 5810013 八尾市 山本町南1-10-6 072-924-9888
アピス薬局　金剛店 589-0022 大阪狭山市 西山台1-14-10 072-360-0013 わかば薬局 586-0018 河内長野市 千代田南町2-18レジデンスサザン102 0721-56-1357 あすか薬局志紀店 5810033 八尾市 志紀町南2-103-2 072-943-3161
くすのき薬局 589-0008 大阪狭山市 池尻自由丘1-2-5 072-368-7775 ヤナセ薬局三日市駅前店 586-0048 河内長野市 三日市町56-16髙岸ビル1Ｆ 0721-65-1571 安心堂薬局 5810085 八尾市 安中町3-7-5 072-925-8989
奥平薬局 589-0023 大阪狭山市 芙蓉木1-76 072-366-3736 ヤナセ薬局 586-0014 河内長野市 長野町5-1-103ノバティ南館1Ｆ 0721-52-2506 ココカラファイン薬局 5810025 八尾市 天王寺屋7-52 072-920-3611

ファーマシィながの薬局 586-0014 河内長野市 長野町7-7 0721-50-4511 ふじ薬局 5810081 八尾市 南本町6-6-37 072-991-8325
ごんべえドリ薬局 586-0003 河内長野市 楠町東444-4シティコート古谷1Ｆ 0721-52-1601 サンライト薬局 5810004 八尾市 東本町3-9-19 072-990-0073

薬局名 郵便番号 住所 電話番号 府薬会営南河内薬局 586-0001 河内長野市 木戸町678－1 0721-53-3921 ユゲ薬局 5810025 八尾市 天王寺屋6-24 072-949-0018
メイプル薬局 582-0007 柏原市 上市4-3-15 072-973-1212 サカグチ薬局　千代田東店 586-0001 河内長野市 木戸1-6-1 0721-50-0058 カイセイ薬局 5810815 八尾市 宮町6-6-15 072-925-1961
キタバ薬局柏原店 582-0005 柏原市 法善寺1-8-25 072-970-0100 つぼみ薬局 586-0001 河内長野市 木戸1-33-5 0721-26-7111 イズミヤ八尾店薬局 5810036 八尾市 沼1-1 072-949-1911
ファーマシィこくぶ薬局 582-0026 柏原市 旭ヶ丘 072-975-4700 くるみ薬局　河内長野店 586-0033 河内長野市 喜多町193-2 0721-65-1633 プラザ薬局明美店 5810086 八尾市 陽光園2-1-16 072-992-4372
三晃薬局 582-0028 柏原市 玉手町25-37 072-979-7351 だいちゃん薬局 586-0011 河内長野市 汐の宮町20-44 0721-56-5356 さくら薬局 5810864 八尾市 大字山畑4-1 072-940-5800
スマイル薬局 582-0005 柏原市 法善寺4-10-25 072-973-2013 寺ヶ池薬局 586-0094 河内長野市 小山田町451-156 0721-56-7008 美好橋薬局 5810867 八尾市 山本町4-1-15 072-992-9393
きたたに薬局 582-0007 柏原市 上市4-5-17 0729-71-4182 アンズ調剤薬局 586-0077 河内長野市 南花台3-6-52 0721-62-5300 ゆうゆう薬局 5810027 八尾市 八尾木2丁目8 072-992-9225
ひかり薬局　柏原店 582-0007 柏原市 上市1-2-2アゼリア柏原3Ｆ 072-973-1177 クオール薬局南木の本店 5810042 八尾市 南木の本2-21-41 072-995-3630
グリーン薬局法善寺店 582-0019 柏原市 平野1-11-10-105 072-970-1919 エムハート薬局 5810074 八尾市 栄町2-1-18 072-928-6011
リバティ薬局 582-0005 柏原市 法善寺4-2-27-101 072-972-3150 薬局名 郵便番号 住所 電話番号 サン薬局 5810004 八尾市 東本町3-6-15 072-921-4152
キタバ薬局　国分店 582-0025 柏原市 国分西1-1-17幸喜ビル1Ｆ 072-977-2000 ファミリア薬局 583-0872 羽曳野市 はびきの3-5-10 072-950-3361 あんず薬局 5810025 八尾市 天王寺屋4-176 072-929-0021

北村薬局 583-0871 羽曳野市 野々上5丁目2-6 072-954-0314 プラザ薬局本店 5810004 八尾市 東本町3-5-3 072-992-0111
白鳥薬局　駒ヶ谷店 583-0841 羽曳野市 駒ヶ谷405 072-958-0007 セガミ薬局久宝寺店 5810069 八尾市 龍華町1-4-2メガシティタワーズ2階 072-928-6094

薬局名 郵便番号 住所 電話番号 きらら薬局　羽曳野店 583-0882 羽曳野市 高鷲４丁目５−２ シニアハウスラポール 1F 072-937-7771 ライフォート久宝寺駅前薬局 5810069 八尾市 龍華町2-1-1 072-928-7665
のぞみ薬局　富田林店 584-0036 富田林市 甲田3-10-4 072-120-0591 ハセ薬局 583-0885 羽曳野市 南恵我之荘2-9-1 072-955-8037 小林薬局 5810004 八尾市 東本町3-6-22 072-922-7778
健康堂薬局 584-0071 富田林市 藤沢台1-4-11-110 0721-29-1367 桃山薬局 583-0873 羽曳野市 桃山台2-1-9 072-958-4565 プラザ薬局ＪＲ八尾店 5810085 八尾市 安中町3-5-14 072-925-8088
ハービス薬局 584-0042 富田林市 北丈伴町2丁目1-1 0721-21-5051 のぞみ薬局　羽曳野店 583-0872 羽曳野市 はびきの2-7-36 072-959-6300 薬局マツモトキヨシ八尾店 5810803 八尾市 光町1-32 072-996-8470
なごみ薬局 584-0069 富田林市 錦織東3-19-12 0721-23-0753 ひまわり薬局 583-0872 羽曳野市 はびきの2-8-3 072-957-3998
ミナミ薬局 584-0093 富田林市 本町13-6 0721-23-2246 はびきの大日薬局 583-0872 羽曳野市 はびきの2-7-34 072-959-0911
サポート薬局 584-0073 富田林市 寺池台1-17-1 0721-55-4193 セブン薬局　島泉店 583-0881 羽曳野市 島泉2-8-27 072-931-0711 薬局名 郵便番号 住所 電話番号
あすなろ薬局 584-0005 富田林市 喜志町4-10-26 0721-69-7898 はるな薬局　恵我之荘店 583-0885 羽曳野市 島泉2-9-5 072-931-6366 つなぐ薬局 5918002 堺市北区 北花田町3-26-6 072-240-0828
キタバ薬局　メディカルスクエア店584-0082 富田林市 向陽台2-1-12 0721-28-7423 ありさん薬局 583-0884 羽曳野市 野308-3 072-926-5933 銀座薬局　南花田口店 590-0075 堺市堺区 南花田口町2-1-18新堺東ビル1F C-1号072-227-3470
アベニュー薬局 584-0032 富田林市 常磐町3-17リベルテビル1Ｆ 0721-26-3339 山田衛生堂 5900834 堺市堺区 出島町2-6-24 072-243-0020
コンフォート薬局 584-0031 富田林市 寿町2-3-25 0721-21-3399 東和薬局 599-8272 堺市中区 深井中町1249-1 072-279-6511
南天薬局 584-0024 富田林市 若松町2-1702-12PWビル1F 0721-26-7510 薬局名 郵便番号 住所 電話番号 あい薬局　津久野店 593-8322 堺市西区 津久野町1-12-1 072-290-7159

アイセイ薬局松原店 580-0043 松原市 阿保3-15-24 072-338-3577 スマイル薬局 5938324 堺市西区 鳳東町1-65-2-1B 072-275-3310
イソノ薬局 580-0016 松原市 上田1-10-9 072-331-0446 ツバキ薬局　上野芝店 593-8302 堺市西区 北条町1-1-22 072-277-9600

薬局名 郵便番号 住所 電話番号 井内薬局 580-0021 松原市 高見の里3-4-42 072-331-4627 スマイル薬局 593-8327 堺市西区 鳳中町2-31 072-267-3310
サエラ薬局藤井寺店 583-0007 藤井寺市 林2-6-22 072-939-1121 天美薬局 580-0033 松原市 天美南5-17-18 072-331-0644 サン薬局　鳳店 5938324 堺市西区 鳳東町2-183-5 072-289-8545
タイヘイ薬局 583-0036 藤井寺市 恵美坂1-2-3-1Ｆ 072-931-1888 アイン薬局松原店 580-0032 松原市 天美東7-69林ビル1Ｆ 072-289-6286 マルイチ薬局　鳳店 5938324 堺市西区 鳳東町2-170-4 072-273-7101
くじら薬局 583-0027 藤井寺市 岡2-11-8 072-926-2444 パートナーぬのせ薬局 580-0024 松原市 東新町4丁目11-2アイ総合サービスビル1Ｆ 072-339-7771 さかいケンコー薬局 592-8348 堺市西区 浜寺諏訪森町西1-113-1 072-266-1646
ぺんぎん薬局 583-0026 藤井寺市 春日丘2-11-12 072-979-7128 リーフ薬局 580-0024 松原市 東新町3-5-17-115 072-369-4360 だるま薬局 590-0963 堺市堺区 少林寺町東2-1-26 072-223-8593
くるみ薬局　野中店 583-0014 藤井寺市 野中2-123-1 072-937-0810 わかば薬局 580-0016 松原市 上田3-1-13-102 072-339-6630 マルイチ薬局　北庄町店 590-0007 堺市堺区 北庄町2-1-15 072-232-4764
くるみ薬局 583-0014 藤井寺市 野中4-16-30 072-952-8504 あお薬局 580-0043 松原市 阿保1-3-12塩野ビル1階 072-349-6646 浅香山ABC薬局 590-0018 堺市堺区 今池町4-6-1 072-226-5855
あんず薬局 583-0024 藤井寺市 藤井寺3-5-12 0729-52-1784 おひさま薬局 580-0021 松原市 高見の里4－8－27 072-338-5338 ABC薬局　今池店 590-0018 堺市堺区 今池町3-4-10 072-233-8400
ハーブ薬局 583-0012 藤井寺市 道明寺2-11-3 072-987-7711 芝池じゅんあい薬局 580-0023 松原市 南新町1-105-3 072-336-1122 銀座薬局 590-0076 堺市堺区 北瓦町2-1-27 072-232-3695
サエラ薬局土師ノ里店 583-0007 藤井寺市 林5-7-28 072-931-7710 日の丸薬局 580-0016 松原市 上田3-4-4 072-331-0919 浅香山　グリーン薬局 590-0018 堺市堺区 今池町4-5-28 072-226-1221
クオール薬局　藤井寺駅前店583-0027 藤井寺市 岡2-1-28 072-931-2251 ラビット松原薬局 580-0016 松原市 上田2-2-22 072-349-0300 堺さくら薬局 590-0974 堺市堺区 大浜北町1-5-10 072-238-9001
チェリーつばさ薬局 583-0024 藤井寺市 藤井寺2-6-32 072-959-3601 いるか薬局 580-0016 松原市 上田1-4-5 072-332-1721 アサップ薬局 590-0075 堺市堺区 南花田口町2-1-22 072-222-8806
はな薬局 583-0026 藤井寺市 春日丘1-2-23アベニュー23　1Ｆ072-931-7201 いちご薬局 580-0000 松原市 岡2-7-5 072-336-1589 ナオール薬局 590-0957 堺市堺区 中之町西1-1-10堀ビルB1 072-275-7892
ファーマシィ薬局藤井寺駅前店583-0027 藤井寺市 岡2-9-13-102 072-931-1151 アイ薬局 580-0043 松原市 阿保3-5-25 072-349-0508 泉薬局　本店 590-0011 堺市堺区 香ヶ丘町1-13-20 072-238-9735
春日丘薬局 583-0026 藤井寺市 春日丘1-2-38春日丘ビル１Ｆ072-931-6555 みやけ薬局 580-0045 松原市 三宅西1-360-1 072-333-3975 泉薬局　堺店 590-0971 堺市堺区 栄橋町2-2-23ベルメゾン堺103 072-228-7350
ファーマシィはーと薬局 583-0027 藤井寺市 岡2丁目9－15 072-931-3111 オリーブ薬局 580-0021 松原市 高見の里4-2-17 072-339-3223 堺市薬剤師会　会営薬局 592-8335 堺市西区 浜寺石津町東4-2-14 072-280-1870
さくら薬局 583-0027 藤井寺市 岡2-1-19D・H第三ビル1Ｆ 072-938-5815 アイセイ薬局南新町店 580-0023 松原市 南新町1-11-26 072-333-1051 つくし薬局 593-8326 堺市西区 鳳西町1-75-1-101 072-268-8555
オオサカ薬局 583-0034 藤井寺市 小山藤の里町14-1藤の里ハイツ１Ｆ072-954-1800 やまと薬局 580-0033 松原市 天美南5-20-30 072-338-3480 コダマ薬局 593-8322 堺市西区 津久野町1-9-21-102 072-275-3255
仲全快堂薬局 583-0012 藤井寺市 道明寺5-6-23 072-953-3203 うめ薬局 580-0023 松原市 南新町3-2-29 072-349-1362 鳳さくら薬局 593-8311 堺市西区 上664-2 072-260-3977

フロンティア薬局一津屋店 580-0003 松原市 一津屋1-19-14 072-338-0051 みくに薬局 593-8301 堺市西区 上野芝町3-3-21 072-277-6495
ピープル薬局 580-0016 松原市 上田3丁目4-11　1階 072-333-5900 ケンコー薬局　西店 592-8347 堺市西区 浜寺諏訪森町西2-80 072-264-4355

薬局名 　 住所 電話番号 太田薬局 580-0024 松原市 東新町3-5-17アーバンコンフォート116号室 072-331-7352 ホーム薬局 599-8238 堺市中区 土師町1-6-15ヴィラ・レスポワール1F 072-281-1113
とおやま薬局 585-0035 南河内郡河南町 寛弘寺246－2 0721-90-2693 きらら薬局　 580-0015 松原市 新堂3-5-10 072-337-7622 鹿嶋薬局　八田店 599-8265 堺市中区 八田西町3-2-1 072-277-3773
オリーブ薬局 585-0005 南河内郡河南町 大宝1-4-21 0721-21-5052 宮崎薬局 580-0012 松原市 立部1-121 072-334-7600 ウェルシア薬局　堺深井東店 599-8235 堺市中区 深井東町3013 072-278-4193

品川薬局 580-0042 松原市 松ヶ丘1-4-21 072-331-4343 コアラ薬局 599-8247 堺市中区 東山570-4 072-230-1193
林薬局 580-0033 松原市 天美南5-18-17 072-331-7352 ドクトル薬局　東八田店 599-8275 堺市中区 東八田24-1 072-270-1037
別所うめ薬局 580-0005 松原市 別所3-17-19 072-337-8165 くるみ薬局　野尻店 599-8116 堺市東区 野尻町192-17 072-288-0121
ライフォート松原薬局 580-0016 松原市 上田5-10-37 072-341-0395 グリーン薬局 599-8114 堺市東区 日置荘西町4-10-18 072-288-1023

上野薬局 590-0143 堺市南区 新檜尾台3-6-5 072-298-7998
まどか薬局　大庭寺店 590-0153 堺市南区 大庭寺778-10 072-349-7416
薬局　白十字 590-0116 堺市南区 若松台2-1-4-106 072-296-8001
豊中薬局 591-8031 堺市北区 百舌鳥梅北町3-125-237 072-259-0226
てんじん薬局 591-8112 堺市北区 蔵前町107-1クオリティコート101 072-349-3981
メイプル薬局 591-8023 堺市北区 中百舌鳥町2-39 072-256-6162
かるがも薬局　北花田店 591-8002 堺市北区 北花田町2-4-1 072-250-0704
くるみ薬局　北花田店 591-8002 堺市北区 北花田町3-45-40-102 072-240-0017
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大阪狭山市 大阪狭山市 八尾市
住所 住所 住所

堺市

羽曳野市

松原市

柏原市

富田林市

藤井寺市

南河内郡河南町


