さいたま市（浦和区、大宮区）
店舗名

住所

TEL

あい薬局

さいたま市浦和区針ヶ谷３－１３－１８

048-825-3722

あい薬局高砂店

さいたま市浦和区高砂２－２－２０

048-825-5512

いずみ薬局

さいたま市浦和区上木崎４－１２－１

048-823-3166

浦和すばる薬局

さいたま市浦和区前地３－８－１７

048-883-8376

岸町薬局

さいたま市浦和区岸町４－２３－７

048-825-4721

キリン堂薬局浦和元町店

さいたま市浦和区元町２－４－８

048-811-3091

けんこう薬局

さいたま市浦和区常盤６－１２－１６

048-783-4860

㈲コスモス薬局

さいたま市浦和区仲町４－１０－１３

048-864-2206

サイトウ薬局

さいたま市浦和区常盤９－３２－２０

048-832-4861

サイトウ薬局うらわ高砂店

さいたま市浦和区高砂１－２－１

048-795-7831

サイトウ薬局北浦和駅前店

さいたま市浦和区北浦和４－３－１１

048-823-3951

サイトウ薬局常盤店

さいたま市浦和区常盤１０－１０－１８

048-827-1331

サイトウ薬局ハッピーロード店

さいたま市浦和区北浦和４－３－８

048-814-0300

セキグチ薬局

さいたま市浦和区常盤９－３２－１７

048-822-0903

そうごう薬局針ヶ谷店

さいたま市浦和区針ヶ谷１－８－１２

048-711-7551

そよ風薬局浦和店

さいたま市浦和区瀬ヶ崎３－１６－２

048-887-2302

たから薬局さいたま新都心店

さいたま市浦和区上木崎２－７－１３

048-823-9341

㈲トミヤ薬局

さいたま市浦和区高砂２－６－１

048-822-4164

ナチュール仲町薬局

さいたま市浦和区仲町２－９－１７

048-832-2000

パーク薬局

さいたま市浦和区前地３－１７－２２

048-883-5739

㈲平井薬局

さいたま市浦和区北浦和３－４－５

048-831-7243

ファミリー薬局上木崎店

さいたま市浦和区上木崎４－８－２０

048-832-7118

ファルマプリベ薬局

さいたま市浦和区常盤９－１９－９

048-822-4955

富士薬品北浦和薬局

さいたま市浦和区常盤９－３４－１８

048-833-8934

㈲堀野薬局

さいたま市浦和区岸町４－２６－１

048-822-6034

わかば薬局浦和駅東口店

さいたま市浦和区東高砂町１４－１８

048-883-8455

あさひ調剤薬局桜木店

さいたま市大宮区桜木町２－２７２

048-645-6053

くろす薬局

さいたま市大宮区土手町２－１－４

048-782-8897

ドラッグセイムス堀の内薬局

さいたま市大宮区堀の内町２－４８－１

048-650-9770

㈱細井薬局

さいたま市大宮区東町２－２０５

048-641-0733

みずほ薬局

さいたま市大宮区桜木町４－６８４

048-641-6796

わかば薬局大宮店

さいたま市大宮区桜木町１－１８３－２-101

048-788-2526

さいたま市（北区、桜区、中央区）
店舗名

住所

TEL

あおば薬局

さいたま市北区土呂町１－１８－１９－１０２

048-654-7776

あさがお薬局

さいたま市北区日進町２－７５４－２

048-668-3761

あさひ調剤薬局植竹店

さいたま市北区植竹町１－５６１

048-654-4193

あさひ調剤薬局中央店

さいたま市北区東大成町１－６２６－１

048-663-0847

あさひ調剤薬局東宮原店

さいたま市北区宮原町２－１２４－５

048-667-2293

エムエム薬局

さいたま市北区宮原町４－４０－７

048-651-2015

川田薬局

さいたま市北区宮原町３－５６２

048-665-8596

コスモ薬局大宮

さいたま市北区植竹町１－５６１－５

048-651-3800

さつき薬局

さいたま市北区東大成町２－２５４

048-651-4193

鈴木薬局宮原店

さいたま市北区宮原町３－３９９

048-653-8284

すみれ薬局

さいたま市北区吉野町２－１９２－７

048-661-7337

そよ風薬局大宮店

さいたま市北区東大成町２－４３７

048-782-7690

ハルビ薬局

さいたま市北区宮原町３－５７０

048-663-1308

ファーコス薬局東大成

さいたま市北区東大成町２－８０－１

048-661-2880

みつば薬局

さいたま市北区日進町２－７９０

048-665-0399

レインボー薬局

さいたま市北区奈良町１２４－１

048-668-1112

そうごう薬局中浦和店

さいたま市桜区西堀５－３－４０

048-711-9701

トリム薬局さいたま店

さいたま市桜区上大久保８８９－７

048-851-0081

わたしの薬局

さいたま市桜区西堀３－１－３１

048-865-5588

アイン薬局大宮店

さいたま市中央区上落合９－１２－１

048-840-0729

えんなみ薬局

さいたま市中央区円阿弥１－６－７

048-840-5678

オリーブ薬局

さいたま市中央区鈴谷２－５４８－７

048-851-6326

かんが堂薬局

さいたま市中央区鈴谷５－３－１２－Ｂ

048-840-0222

北浦和中央薬局

さいたま市中央区新中里１－３－３

048-815-8055

たから薬局北与野店

さいたま市中央区本町東６－１－３

048-857-0500

ひまわり薬局本店

さいたま市中央区上落合８－２－１２

048-857-1199

ファーマライズ薬局さいたま店

さいたま市中央区上峰１－２２－８

048-855-0567

ほんだ薬局新都心店

さいたま市中央区新都心４－８

048-600-1770

みんなの薬局

さいたま市中央区鈴谷８－９－２

048-851-1370

メイプル薬局浦和店

さいたま市中央区鈴谷５－１４－２２

048-851-6934

メイプル薬局与野店

さいたま市中央区本町東１－６－１

048-851-0777

さいたま市（西区、緑区、南区）
店舗名

住所

TEL

アイン薬局島根店

さいたま市西区大字島根字道下２９８－１

048-621-4193

あさひ調剤薬局島根店

さいたま市西区大字島根３１２－１

048-621-3393

あつみ薬局三橋店

さいたま市西区三橋６－１６１

048-793-5418

岸田薬局

さいたま市西区島根５１２

048-624-9301

指扇薬局

さいたま市西区宝来１３１１－３

048-623-2101

スター調剤薬局

さいたま市西区西遊馬１２５９

048-623-5700

ゆうゆう薬局

さいたま市西区三橋６－１０３９

048-620-7005

アイリス薬局

さいたま市緑区東浦和１－２１－１１

048-874-3611

アイン薬局浦和美園店

さいたま市緑区下野田６５６

048-829-7893

オレンジ薬局

さいたま市緑区東浦和４－２７－１０

048-875-2215

コーカ堂調剤薬局

さいたま市緑区中尾５７７－１

048-873-6231

サン＆グリーン薬局

さいたま市緑区松木３－１６－１１

048-875-6360

やわらぎ薬局

さいたま市緑区中尾９７０－１

048-762-6081

レモン薬局

さいたま市緑区原山４－３３－２５

048-816-5532

青葉薬局

さいたま市南区辻４－７－３

048-866-0023

あけぼの薬局

さいたま市南区南浦和３－４－１４

048-883-4455

アリス調剤薬局

さいたま市南区文蔵２－１－２－１０３

048-710-7336

かりす薬局

さいたま市南区別所７－２－１－２０６

048-844-8222

サン＆グリーン薬局さいたま南

さいたま市南区別所６－１８－７

048-866-7968

サン＆グリーン薬局だいたくぼ

さいたま市南区太田窪１９８０－４

048-826-5890

ドラッグセイムス太田窪薬局

さいたま市南区太田窪２－１１－２

048-887-3177

ナチュール公園前薬局

さいたま市南区南浦和３－３－９

048-813-3633

ハロー薬局

さいたま市南区南浦和２－４４－９－１階

048-881-1590

マエノ薬局

さいたま市南区根岸５－１３－１４

048-836-3103

わかば薬局

さいたま市南区根岸５－１８－３

048-862-0121

さいたま市（見沼区、岩槻区）
店舗名

住所

TEL

あさひ調剤薬局七里店

さいたま市見沼区東宮下２７２－５

048-689-1193

あさひ調剤薬局東大宮店

さいたま市見沼区東大宮５－３８－３

048-687-0201

エース薬局

さいたま市見沼区東大宮７－７２－３７

048-682-1701

さくら薬局大宮中川店

さいたま市見沼区中川７４９－１

048-687-6370

サワムラ薬局

さいたま市見沼区蓮沼５４８－１

048-688-8101

全快堂薬局七里店

さいたま市見沼区東門前２６－３

048-797-8201

㈲高橋薬局

さいたま市見沼区東宮下２０２０

048-683-1510

なの花薬局 東大宮店

さいたま市見沼区東大宮２－３５－７

048-667-3560

はなまる薬局七里店

さいたま市見沼区東宮下２７２－１

048-685-9393

ぺんぎん薬局東大宮店

さいたま市見沼区東大宮５－３４－７４

048-795-6355

マリオン薬局大和田店

さいたま市見沼区南中丸１０３４－１３

048-682-0361

みぬま薬局

さいたま市見沼区南中丸１０８

048-686-9355

コスモ薬局

さいたま市岩槻区仲町１－１２－２６

048-749-8282

サンリツ薬局慈恩寺店

さいたま市岩槻区慈恩寺１０９－１

048-793-2225

たかやま薬局

さいたま市岩槻区東町２－６－３５

048-756-2659

ふれあい薬局岩槻店

さいたま市岩槻区諏訪３－２－２

048-793-0200

上尾市
店舗名

住所

TEL

アイン薬局上尾駅前店

上尾市宮本町３－２－２０９

048-871-5893

アイン薬局上尾二ツ宮店

上尾市二ツ宮９５５－１

048-871-8793

あげおシーエス薬局

上尾市柏座１－１２－３

048-779-5335

いずみ薬局

上尾市仲町１－８－３２

048-776-2332

かしわざ中央薬局

上尾市柏座１－１０－１３

048-783-4532

かすが薬局

上尾市春日２－２４－１

048-773-9730

㈱キク薬局

上尾市瓦葺尾山台団地４－５－１０４

048-721-0982

クオール薬局上尾店

上尾市柏座２－９－１６

048-773-7117

くるみ薬局

上尾市壱丁目４６６－３

048-782-0017

クローバー薬局

上尾市今泉２２１－９ １０１

048-780-5555

木の実薬局

上尾市大字上尾村字田向４５１－３

048-779-6770

さんくす薬局原市店

上尾市原市中３－１－８

048-878-9125

鈴木薬局上尾本町店

上尾市本町５－１３－２７

048-773-1519

ふたば薬局

上尾市愛宕２－７－７

048-775-3990

ほうゆう薬局上尾店

上尾市久保１８－２

048-776-1807

みどり薬局

上尾市須ヶ谷３－３９－２

048-778-5555

わかば薬局

上尾市中分１－１２－１

048-781-0042

わかば薬局上尾駅西口店

上尾市谷津２－１－３７

048-729-4886

わかば薬局上尾柏座店

上尾市柏座２－４－２８ １０２

048-729-6991

わかば薬局上尾原市店

上尾市原市２２４６－２

048-722-2188

朝霞市
店舗名

住所

TEL

あおい調剤薬局朝霞根岸台店

朝霞市根岸台６－３－３３

048-424-7960

あおい調剤薬局二本松店

朝霞市本町１－３７－１３

048-467-5137

アカネ薬局

朝霞市西弁財１－３－１４

048-468-7261

あさか台薬局

朝霞市西弁財１－７－３５

048-460-3317

クオール薬局志木店

朝霞市朝志ヶ丘２－１３－３２

048-476-7680

根岸台薬局

朝霞市根岸台７－２－２

048-468-7131

パル薬局朝霞駅前店

朝霞市本町２－４－２４

048-487-9199

フラワー薬局

朝霞市朝志ヶ丘３－５－２－１０５

048-476-4658

平成薬局

朝霞市溝沼１－５－１１

048-467-2397

入間市
店舗名

住所

TEL

あじさい薬局

入間市扇台３－５－１７

04-2962-1440

あすなろ薬局

入間市東町７－１３－１６

04-2960-1193

クオール薬局入間店

入間市大字黒須１３７１－８

04-2960-3222

クオール薬局宮寺店

入間市宮寺５７０－６

04-2935-2805

すずらん薬局

入間市大字仏子９３５－９

04-2932-7121

はなまる薬局

入間市新久９３６－１

04-2966-4193

平安薬局

入間市黒須２－２－１ １Ｆ

04-2960-0203

みどり薬局

入間市野田９４７－６

04-2932-5905

桶川市
店舗名

住所

TEL

桶川ロイヤル薬局

桶川市坂田１７３６－３

048-777-3008

前田薬局朝日店

桶川市朝日１－２７－８

048-770-2361

みかん薬局桶川店

桶川市坂田１５１９－９

048-729-0460

わかば薬局桶川店

桶川市若宮１－２－１２

048-789-2188

春日部市
店舗名

住所

TEL

あい薬局谷原店

春日部市谷原町１－１６－１６

048-753-3507

㈲池田薬局

春日部市上蛭田６４－６

048-761-3730

ウエルシア春日部西口薬局

春日部市中央１－８－９

048-752-7966

オリーブ薬局

春日部市下大増新田２６４－１

048-745-5010

㈱カネコ薬局

春日部市粕壁東２－１－４０

048-752-2331

シマズ薬局

春日部市南５－１－５

048-735-3849

すみれ薬局

春日部市中央６－４－８

048-733-3090

すみれ薬局２号店

春日部市中央６－１－９

048-812-5766

中央１丁目薬局

春日部市中央１－５６－１６

048-731-0288

パル薬局春日部店

春日部市緑町４－１３－２２

048-812-5430

間瀬薬局

春日部市八丁目４１７－１７

048-754-8583

マリブ調剤薬局

春日部市上蛭田６３０－１

048-752-8855

みき薬局

春日部市中央１－１１－３

048-763-1325

みどり調剤薬局中央店

春日部市中央６－３－８

048-737-9395

わかば薬局春日部店

春日部市内牧３１４４－８

048-797-8620

加須市
店舗名

住所

TEL

いきいき薬局加須店

加須市南小浜６３１－１１

0480-48-7931

Ｏ.Ｋ.百草薬局日出安店

加須市日出安字内柵見２５８－４

0480-73-3900

加茂薬局

加須市北篠崎１４９３

0480-68-5971

サン薬局

加須市本町２－１１

0480-61-1857

しらさぎ薬局

加須市砂原２８３－１

0480-72-8193

みのり薬局

加須市南大桑１４９５－４

0480-65-0417

川口市
店舗名

住所

TEL

アイン薬局川口青木店

川口市青木１－１８－２ １Ｆ

048-280-6257

アイン薬局川口北店

川口市木曽呂１３０８－３

048-290-5607

金子ファーマシー

川口市栄町３－８－１２

048-255-2225

川口東薬局

川口市東川口２－４－１３

048-298-0121

グリーンファーマシー薬局

川口市元郷２－１５－４

048-227-4922

こぐま薬局

川口市朝日１－１０－１１

048-475-9722

埼玉きぞろ薬局

川口市木曽呂１３０９－１

048-291-2766

サンドラッグ川口東本郷薬局

川口市東本郷１４５０－１

048-285-6121

芝新町調剤薬局

川口市芝新町４－２８

048-261-0783

昭和橋坂下薬局

川口市坂下町１－１－７

048-281-8193

スギ薬局川口元郷店

川口市元郷５－１１－１３

048-227-7711

誠公堂薬局東川口店

川口市戸塚東１－１８－３２

048-294-5590

太極堂薬局

川口市西川口１－４１－５

048-255-6500

田辺薬局川口新郷店

川口市江戸袋１－１４－８

048-287-5610

ツカサ薬局

川口市戸塚２－１８－１８

048-296-9283

西青木薬局

川口市西青木２－１６－２９

048-250-1811

川口薬剤師会 西新井宿薬局

川口市西新井宿２３６－１

048-285-1768

東口駅前薬局

川口市本町４－４－１６－１０４

048-226-3026

パル薬局川口店

川口市中青木３－９－１－１０２

048-256-0001

プライム薬局

川口市戸塚東１－１７－９

048-298-9805

平成薬局

川口市東川口４－１９－３

048-294-3594

㈲ベスト薬局

川口市新井宿８２５－２

048-282-6516

マユミ薬局

川口市栄町２－５－１１

048-251-2522

薬局メディクス

川口市大字里字深町１６２８

048-288-5770

川越市
店舗名

住所

TEL

旭町薬局

川越市旭町２－１－１４

049-241-7316

イルカ薬局

川越市下新河岸３８－１

049-246-5010

クオール薬局あすなろ店

川越市仙波町２－９－３

049-225-8686

クオール薬局本川越店

川越市中原町１－１１－３５

049-227-0089

クオール薬局ユーカリ店

川越市大字大袋新田９７３－１

049-248-2211

タカノ薬局川越店

川越市南台２－１３－１３

049-245-2330

ちろ薬局

川越市寺尾８８－１

049-293-4529

はつかり薬局

川越市中原町１－１２－３

049-223-3480

ひかり薬局

川越市笠幡３７２２－１１

049-234-2926

㈲みさき薬局

川越市安比奈新田２７９－１８

049-231-2190

みやこ薬局南古谷店

川越市大字久下戸４８－１

049-235-6699

薬局アポック川越東店

川越市連雀町２０－３

049-229-4331

薬局アポック川越的場店

川越市的場８２７－５

049-237-0400

北本市
店舗名

住所

TEL

アイン薬局北本店

北本市二ツ家２－１３９

048-598-8193

北本薬局

北本市北本１－８７－１０１

048-580-7772

そうごう薬局北本店

北本市下石戸下４９４－９

048-593-4851

㈲栄華堂 はなさき薬局

北本市緑３－２１１

048-593-4807

ひかり薬局

北本市下石戸下１－７６６

048-592-2150

まりも薬局

北本市宮内１－２０２

048-592-6351

薬局アポック北本店

北本市本町６－２４０

048-590-1336

行田市
店舗名

住所

TEL

アイン薬局行田新店

行田市持田４２１－１

048-564-6140

アイン薬局行田店

行田市持田３９３－４

048-553-0354

行田薬局

行田市中央９－５

048-553-5735

ファーコス薬局 行田

行田市佐間２－１６－３６

048-550-1007

ミキ薬局埼玉行田店

行田市佐間１－２７－３

048-555-3191

薬局もちだ

行田市持田３－４－１１

048-555-3762

久喜市
店舗名

住所

TEL

あおい薬局北店

久喜市久喜北２－２－３５

0480-25-5537

あおぞら訪問薬局

久喜市久喜北１－１２－１０

0480-38-6118

あおば薬局菖蒲店

久喜市菖蒲町菖蒲４０３１－３

0480-38-6683

くりはし薬局

久喜市南栗橋１－１０－５－１０１

0480-55-3304

コスモ薬局

久喜市久喜中央２－１０－６

0480-25-4801

ことぶき薬局

久喜市南栗橋１－２－１

0480-52-6600

こまち薬局

久喜市南１－９－６

0480-24-4193

たんぽぽ薬局鷲宮店

久喜市桜田３－９－１１

0480-57-1402

ハロー薬局 久喜

久喜市西大輪１９２４－５

0480-31-8762

ホッとライフ薬局

久喜市古久喜２６－１

0480-24-2881

わかば薬局駅前店

久喜市久喜中央２－２－７

0480-24-5593

わかば薬局久喜店

久喜市久喜中央４－１－１４

0480-21-8193

わかば薬局中央店

久喜市久喜中央１－７－９

0480-25-0808

わかば薬局本町店

久喜市本町２－１６－３９

0480-25-1193

熊谷市
店舗名

住所

TEL

アイン薬局つくば薬局

熊谷市星川２－４５

048-526-1593

いるか薬局

熊谷市箱田１－１２－２

048-529-0502

㈱熊谷市薬剤師会会営薬局江南店

熊谷市板井１６９０－６

048-539-4355

㈱熊谷市薬剤師会会営薬局中西店

熊谷市中西２－８－１

048-520-5280

けやき薬局

熊谷市上之１５５７－１

048-527-7176

すえひろ薬局

熊谷市末広３－１２－１９

048-522-9393

寺田薬局太井店

熊谷市太井１６８４－１

048-580-5250

㈱トミオカ薬局

熊谷市鎌倉町１２１

048-521-1377

なつめ薬局

熊谷市中西４－６－１

048-529-7777

ひばり薬局江南店

熊谷市成沢８８７－７

048-539-4155

薬局アポック熊谷宮前店

熊谷市宮前町１－１３９

048-528-7571

鴻巣市
店舗名

住所

TEL

あおぞら薬局

鴻巣市本町１－１－３ エルミ２F

048-543-8059

クオール薬局吹上店

鴻巣市鎌塚４－１－３

048-548-1340

㈲大久保薬局

鴻巣市筑波２－１－２

048-548-6742

黒沢薬局

鴻巣市本町１－５－２２

048-541-0301

黒沢薬局加美町店

鴻巣市加美１－３－５

048-542-6039

黒沢薬局小松店

鴻巣市小松１－３－２７

048-540-5454

黒沢薬局人形町店

鴻巣市人形３－２－１００

048-540-2277

さくら薬局

鴻巣市吹上本町１－２－１１

048-548-2076

島崎薬局

鴻巣市本町４－１－１９

048-541-9271

そよ風薬局鴻巣店

鴻巣市本町６－５－７

048-544-2466

たいよう薬局

鴻巣市広田８４１－１７

048-569-3215

寺田薬局吹上南店

鴻巣市南１－７－１１

048-548-2323

めぐみ薬局

鴻巣市鴻巣３２３－４

048-540-3355

薬局ティーダ北鴻巣店

鴻巣市八幡田５３２－１

048-595-3688

薬局吹上

鴻巣市吹上本町１－５－６

048-548-8028

越谷市
店舗名

住所

TEL

あるも薬局

越谷市東越谷９－１２８

048-940-2601

クローバ薬局

越谷市袋山２０４７－２

048-976-7377

越谷クローバ薬局

越谷市七左町１－３０７－３

048-990-7313

コスモ薬局越谷

越谷市赤山本町１４－７

048-964-3802

コスモ薬局越谷東

越谷市瓦曽根２－１－２７

048-960-3810

コスモ薬局七左

越谷市新越谷１－２６－２

048-940-3241

コスモ薬局レイクタウンDMビル

越谷市レイクタウン８－１０－６

048-973-7490

さくら薬局

越谷市下間久里７３９－３

048-970-2028

昭和中央薬局

越谷市南越谷１－１７－８

048-985-9098

昭和堂薬局

越谷市中町１０－２６

048-969-1611

鈴木薬局

越谷市千間台西１－６７ トスカ４F

048-978-3741

そね薬局

越谷市瓦曽根１－２０－３５

048-951-4191

藤助薬局

越谷市蒲生１－５－４５

048-986-3023

ビーエヌ調剤薬局

越谷市赤山町１－１１４－１

048-962-8113

東口薬局

越谷市千間台東１－９－１２

048-978-5352

ふれあい薬局

越谷市東越谷９－１－１

048-962-8911

まごころ薬局

越谷市東町２－１２０－６０

048-989-1919

みどり調剤薬局大袋店

越谷市袋山１５５７－２６－１０４

048-979-3061

薬樹薬局越谷

越谷市東越谷１０－２０－２

048-964-9994

弥生薬局

越谷市弥生町１－９

048-965-3386

ゆうあい薬局

越谷市赤山町本町８－２

048-964-2400

レモン薬局せんげん台店

越谷市上間久里１０２８－１

048-978-6002

坂戸市
店舗名

住所

TEL

アイン薬局坂戸店

坂戸市南町３１－８

049-288-6630

せんし堂薬局一本松店

坂戸市厚川１４－２３

049-298-7491

はなまる薬局坂戸店

坂戸市小沼８４４－３

049-280-9393

㈲ひだまり薬局

坂戸市薬師町１５－２０

049-289-3301

マリオン薬局坂戸店

坂戸市伊豆の山町２２－９

049-288-6531

メローライフ薬局若葉店

坂戸市関間４－１２－１２－Ｂ

049-282-6460

薬師堂薬局

坂戸市薬師町１－１－１０１

049-289-8366

ユニコ調剤薬局本店

坂戸市八幡２－９－９

049-283-5194

ユニコ調剤薬局ユニメック

坂戸市関間１－１－８

049-284-8899

㈲ユニコ調剤薬局若葉店

坂戸市関間４－１５－１８

049-288-5080

幸手市
店舗名

住所

TEL

ＳＦＣ薬局 幸手中央店

幸手市幸手２０６０－５

0480-40-5343

関薬局

幸手市東３－１－１

0480-43-8865

やまと薬局千塚支店

幸手市下川崎千塚前７１－３

0480-42-4025

狭山市
店舗名

住所

TEL

ケイワ薬局狭山店

狭山市中央１－１１－１０

04-2958-4916

チェリー薬局

狭山市新狭山３－１１－６

04-2900-1193

ホープ薬局

狭山市柏原３２７７－１６

04-2900-7873

まごころ薬局

狭山市入間川４－１５－２６

04-2900-0808

まごころ薬局入曽西口店

狭山市水野５４９－３

04-2937-7677

まごころ薬局笹井店

狭山市笹井２５７５－５

04-2969-3557

まんぼう薬局

狭山市上奥富１７４－５

04-2900-3001

志木市
店舗名

住所

TEL

あおい調剤薬局志木店

志木市本町５－１５－１８ ２F

048-476-8733

ひまわり薬局志木店

志木市本町６－２１－１１

048-423-6175

白岡市
店舗名

住所

TEL

あおば薬局白岡店

白岡市小久喜８１５－６

0480-31-8895

クオール薬局白岡店

白岡市千駄野１３４０－５

0480-93-1161

わかば薬局白岡店

白岡市高岩７６５－１

0480-92-8808

草加市
店舗名

住所

TEL

アップル薬局松原団地店

草加市栄町３－６－２

048-959-9921

㈱一正堂薬局

草加市青柳５－１３－８

048-936-3871

㈱一正堂薬局第二支店

草加市青柳６－２４－２８

048-936-7715

かばさん薬局

草加市清門町５２２

048-942-3053

かばさん薬局草加駅前店

草加市高砂２－６－１４

048-960-0015

クオール薬局草加店

草加市谷塚１－１１－３４

048-920-5571

くりの木薬局

草加市松原４－５－５

048-944-0123

コイケ薬局

草加市旭町６－２－１

048-943-4022

コイケ薬局プラスワン

草加市新栄町７３

048-944-3838

草加センター薬局

草加市草加３－５－３５

048-944-9900

草加調剤薬局

草加市松原５－１－７

048-941-5967

そうごう薬局草加店

草加市中央２－４－１４

048-928-1431

たま家相談薬局

草加市両新田東町１０８

048-925-8783

ドレミ薬局

草加市金明町１８８－５

048-931-5534

プラザ薬局

草加市新善町３７６－３

048-946-3303

フラワー薬局草加駅前店

草加市氷川町２１２１－３

048-953-9593

フラワー薬局草加氷川町店

草加市氷川町２１４９－１

048-959-9631

マミー薬局

草加市草加１－４－１

048-943-2827

秩父市
店舗名

住所

TEL

秩父薬剤師会調剤センター 寺尾薬局

秩父市寺尾１４４７－１

0494-24-5581

宮側薬局

秩父市宮側町１５－１０

0494-25-6111

鶴ヶ島市
店舗名

住所

TEL

あおぞら薬局藤金店

鶴ヶ島市藤金３０４－２

049-298-5111

もしもし薬局

鶴ヶ島市富士見１－８－２０

049-286-3954

ケン調剤薬局

鶴ヶ島市脚折１５０－１

049-271-3071

わかば薬局

鶴ヶ島市藤金８７９－３

049-286-6467

所沢市
店舗名

住所

TEL

あすか薬局小手指店

所沢市小手指町１－１８－４

04-2929-5355

アルル薬局

所沢市久米５５０－８

04-2992-1110

恵和薬局

所沢市榎町１２－７

04-2929-0155

ファーコスくすのき台薬局

所沢市くすのき台１－１２－２０

04-2996-0690

コスモ薬局

所沢市弥生町２８７１－４３

04-2992-7833

㈲スカイ薬局

所沢市中新井３－２０－３５－１０４

04-2943-3222

スギ薬局所沢航空公園店

所沢市並木３－１ 第６号棟１０１号室

04-2991-1731

せんし堂薬局所沢店

所沢市中富７５０－１２

04-2990-3273

そよ風薬局くすのき台店

所沢市くすのき台１－１０－１０ １F

04-2968-5280

そよ風薬局小手指店

所沢市小手指元町３－２－３６

04-2947-0839

太陽薬局

所沢市くすのき台３－１８－１４

04-2996-0678

はなまる薬局金山店

所沢市金山町８－５

04-2940-9393

はなまる薬局所沢店

所沢市東狭山ヶ丘１－３０－５

04-2926-4193

ハナミズキ薬局

所沢市小手指町１－１１－４ １F

04-2929-6644

ひだまり薬局

所沢市緑町１－４－１

04-2968-9853

ひまわり薬局

所沢市狭山ヶ丘１－３００９－１５

042-968-9468

めぐみ薬局緑町

所沢市緑町４－１５－２５

04-2928-7977

戸田市
店舗名

住所

TEL

アイファ薬局戸田公園店

戸田市本町５－１３－１９

048-432-7221

あおば薬局戸田公園

戸田市新曽南２－４－８

048-434-2215

かみとだ薬局

戸田市上戸田２－１３－１

048-287-8945

スマイル薬局

戸田市本町３－５－４

048-420-9862

染川薬局

戸田市下前１－９－２５

048-433-1917

第一薬局

戸田市本町１－２２－３－１０１

048-445-1526

第一薬局戸田公園駅前店

戸田市本町１－１６－１６

048-441-5550

戸田公園薬局

戸田市下戸田１－１８－２

048-434-8180

なの花薬局 戸田公園店

戸田市本町４－１７－９

048-430-1511

ひつじ堂薬局

戸田市本町３－９－１６

048-447-1718

ピュア薬局

戸田市喜沢１－３３－８

048-432-0819

ピュア薬局２号店

戸田市喜沢１－２６－１

048-441-5410

本町薬局

戸田市本町１－１３－１８

048-432-6484

メローライフ薬局戸田駅前店

戸田市新曽８１３

048-299-5225

新座市
店舗名

住所

TEL

ＡＢＣ薬局

新座市道場１－６－１１

048-478-2336

かくの木薬局

新座市堀ノ内２－９－３３

048-482-5235

かくの木薬局 新堀店

新座市新堀１－１３－６

042-496-1066

かくの木菅沢薬局

新座市菅沢１－１－３７

048-485-1275

かもめ薬局

新座市新座１－１３－２

048-483-2275

くるみ薬局

新座市北野３－１８－１７

048-480-5966

くるみ薬局２号店

新座市北野３－１８－１４

048-482-1111

コスモ・ファーマシー

新座市東北１－７－２

048-476-3266

コスモ薬局新座店

新座市東北１－６－２

048-487-5600

木の実薬局

新座市本多１－３－９

048-480-0177

清和堂薬局

新座市野寺２－７－２１

048-478-2790

ナツメ薬局

新座市石神１－４－９

048-480-4111

はなまる薬局新座店

新座市東北１－６－１

048-487-6866

ひまわり薬局

新座市野火止６－５－２３

048-489-5266

やままる薬局

新座市片山２－１０－２１

048-481-5278

蓮田市
店舗名

住所

TEL

あおば薬局蓮田

蓮田市本町２－１８

048-765-5751

ウエサカ薬局

蓮田市閏戸４１２２－１４

048-766-3366

きらり薬局

蓮田市根金１８１３－１０

048-812-7741

くろき薬局黒浜支店

蓮田市黒浜４７７０

048-765-3765

コスモ薬局蓮田店

蓮田市根金字大山１６６５－５

048-766-8118

コスモ薬局黒浜

蓮田市黒浜２９４５－４

048-765-3900

ノエル薬局

蓮田市井沼９８８－３

048-766-4193

芙蓉堂薬局

蓮田市東６－２－１０

048-768-2755

ポプラ薬局

蓮田市本町２－１３

048-769-6611

ポプラ薬局 見沼店

蓮田市見沼町９－１

048-765-5111

薬局オリーブファーマシー

蓮田市東５－２－９

048-764-0789

羽生市
店舗名

住所

TEL

ひかり薬局

羽生市下新郷１０５４－２

048-560-3309

ファーコス薬局つばめ

羽生市東７－７－９

048-562-7070

飯能市
店舗名

住所

TEL

加治薬局

飯能市笠縫６９－１

042-975-1611

しふり薬局

飯能市緑町４－１１

042-974-6797

はちまん町薬局

飯能市八幡町３－２０

042-975-5511

はなまる薬局飯能店

飯能市栄町８－９

042-972-1100

ふれあい薬局

飯能市稲荷町３－１７

042-972-1323

東松山市
店舗名

住所

TEL

クローバー薬局松山店

東松山市大字松山１２１５－１

0493-22-7019

つばさ薬局

東松山市西本宿１８５７

0493-31-1701

殿山薬局

東松山市殿山町３４－８

0493-22-8858

のもと薬局

東松山市下野本１５００－２

0493-27-0311

ひばり薬局石橋店

東松山市石橋１８１６－２

0493-24-0020

薬局東平

東松山市東平１７５１－４４

0493-39-3350

薬局松山中央

東松山市材木町２１－８

0493-24-5808

薬局松山本町

東松山市本町２－３－１１

0493-24-5910

ユニコ薬局高坂店

東松山市松風台９－１

0493-31-0102

日高市
店舗名

住所

TEL

アポック高麗川駅前薬局

日高市高麗川１－１－２７

042-984-0055

アポック日高センター前薬局２号店

日高市山根１３８５－１

042-984-0070

㈱ハート薬局

日高市北平沢５１２－１

042-986-0013

ハート薬局武蔵台店

日高市武蔵台１－２３－１４

042-978-5077

もりと薬局

日高市大字森戸新田１０２－７

042-986-0093

薬局アポック高萩あさひ口店

日高市高萩１７１－４ １F

042-984-2121

薬局アポック高萩店

日高市高萩６０５－１

042-984-2200

深谷市
店舗名

住所

TEL

かしあい薬局

深谷市人見１９８２

048-575-0603

上柴薬局

深谷市上柴町西２－１４－４４

048-551-2555

彩生薬局東方店

深谷市東方町２－１５－１１

048-551-3656

さんあい薬局

深谷市西島町２－１３－３

048-575-2888

日赤前薬局

深谷市上柴町西５－９－２６

048-575-3500

ドラッグイチワタ小前田薬局

深谷市小前田２５４０

048-579-0003

なごみ薬局

深谷市小前田２７９９－１

048-598-4189

ひばり薬局かやば店

深谷市萱場３９８－３

048-574-0077

ひばり薬局国済寺店

深谷市国済寺４０４－１

048-574-0225

ひばり薬局循環器・呼吸器病センター前店 深谷市本田７０８３－６

048-578-1234

ひばり薬局つばき店

深谷市東方３６８７－３

048-571-5335

ひばり薬局日赤前店

深谷市上柴町西２－２２－１８

048-574-8008

ひばり薬局花園店

深谷市黒田３６０－２

048-584-4848

ムサシノ薬局

深谷市武蔵野１７１７－２

048-579-1282

富士見市
店舗名

住所

TEL

あおば薬局

富士見市水谷東２－５４－５

048-473-3376

イイズカ調剤薬局

富士見市ふじみ野西１－２５－１

049-263-3995

勝瀬薬局

富士見市勝瀬７５９－５

049-264-1461

彩薬局

富士見市西みずほ台２－１０－３

049-254-8666

さいとー薬局

富士見市鶴馬２－２０－３

049-254-7911

さくらそう薬局

富士見市水谷東１－１－８

049-268-3133

信和薬局

富士見市鶴瀬東２－１７－２９

049-254-5430

つばさ薬局

富士見市鶴馬２６０５－１６

049-239-9744

パル薬局中央公園店

富士見市東みずほ台２－１６－１０

049-255-0220

パル薬局鶴瀬東口店

富士見市鶴瀬東１－８－１８

049-251-6903

まい薬局富士見店

富士見市大字鶴馬１９３１－３

049-268-3245

まい薬局未来堂

富士見市大字鶴馬２６１２－１３

049-254-0700

みなみ薬局

富士見市ふじみ野東４－７－８

049-266-8621

やまどり薬局

富士見市羽沢１－１７－１６

049-277-8046

㈲ユー・ワイ薬局

富士見市鶴瀬東１－８－８

049-251-6903

ユニコ薬局ふじみ野店

富士見市ふじみ野西１－２１－４ ２F

049-267-7773

ふじみ野市
店舗名

住所

TEL

イルカ薬局ふじみ野店

ふじみ野市ふじみ野３－９－１０

049-256-6008

うれし野薬局

ふじみ野市うれし野１－５－２３－１Ｂ

049-237-7320

上福岡ロイヤル薬局

ふじみ野市上福岡１－１４－５

049-262-3811

さくら薬局

ふじみ野市清見３－１－６

049-263-0095

松尾薬局

ふじみ野市亀久保１２４８

049-261-5676

本庄市
店舗名
あさひ調剤薬局本庄店

住所
本庄市北堀８１１－２

TEL
0495-22-4193

三郷市
店舗名

住所

TEL

かもめ薬局三郷店

三郷市谷口５６７－１

048-954-8202

グリーン薬局

三郷市高州１－５０

048-956-4385

新三郷薬局

三郷市采女１－２３８－４

048-959-3322

そうごう薬局新三郷店

三郷市仁蔵５２３－３

048-959-8171

たかの薬局

三郷市鷹野４－４９１－２

048-956-5781

ねむの木薬局

三郷市早稲田２－２－１８

048-958-1801

ペリカン薬局

三郷市後谷９６－２

048-958-4973

まごころ薬局

三郷市上彦名４６７

048-950-7788

メディスンショップ はまなす薬局

三郷市新和１－２１５－１

048-967-5383

八潮市
店舗名

住所

TEL

あるも薬局八潮店

八潮市南後谷８６１－１

048-960-0196

そうごう薬局八潮店

八潮市中央３－１２－１２

048-998-1655

そうごう薬局八潮２号店

八潮市中央４－１１－４４

048-998-2377

南山堂薬局八潮駅前店

八潮市大瀬８４３－１

048-999-1280

ふれあい薬局

八潮市中央１－８－４

048-999-7716

㈲やしお薬局

八潮市南後谷７５４－１２

048-999-1193

吉川市
店舗名

住所

TEL

さかえ薬局

吉川市保７８８－１６

048-981-5911

そうごう薬局吉川店

吉川市大字木売３７５－２

048-984-4133

そうごう薬局吉川美南店

吉川市木売新田４０－３

048-981-7281

そうごう薬局吉川中央店

吉川市吉川２４９－１

048-940-7041

そうごう薬局吉川けやき通り店

吉川市中曽根２－６－６

048-982-4861

㈲双葉薬局

吉川市吉川団地１－７－１０２

048-982-6348

ミント薬局

吉川市大字吉川６５６－１０

048-971-8155

和光市
店舗名

住所

TEL

さつき薬局

和光市丸山台１－１－１０

048-460-3320

パル薬局 白子店

和光市白子２－２１－１３

048-423-7577

ファミリープラザ健康薬局

和光市丸山台１－９－３ ｲﾄｰﾖｰｶ堂１F

048-465-8023

蕨市
店舗名

住所

TEL

㈲ダイワぽらりす薬局

蕨市南町４－１２－３９

048-229-4906

ポピー薬局

蕨市中央３－１５－２４

048-432-6676

蕨中央薬局

蕨市中央１－１７－３６

048-446-3571

入間郡（三芳町、毛呂山町）
店舗名

住所

TEL

すずかけ通り薬局

入間郡三芳町みよし台６－１４

049-293-6481

まい薬局三芳店

入間郡三芳町藤久保９６２－１１

049-259-5311

みずほ台薬局

入間郡三芳町みよし台１１－１２

049-259-5351

薬局アポック三芳店

入間郡三芳町北永井８９３－９

049-274-6150

アポック医大前薬局１号店

入間郡毛呂山町毛呂本郷１８－１

049-295-6800

アポック毛呂岩井薬局

入間郡毛呂山町岩井５－１３－６

049-276-6600

アポック日高センター前薬局１号店

入間郡毛呂山町葛貫９０６－５

049-276-7200

城西大学薬局毛呂本郷店

入間郡毛呂山町毛呂本郷９７２

049-236-4100

はなまる薬局毛呂山店

入間郡毛呂山町中央２－３－１

049-294-4193

薬局アポック毛呂山店

入間郡毛呂山町毛呂本郷９９２

049-276-3535

北足立郡伊奈町
店舗名

住所

TEL

あおば薬局伊奈

北足立郡伊奈町小室９３９５

048-722-9575

伊奈オリーブ薬局

北足立郡伊奈町栄３－１５－４

048-720-0131

おおの薬局

北足立郡伊奈町栄４－１５４

048-722-6574

杏林薬局

北足立郡伊奈町小室３８９－６

048-723-0065

レモン薬局伊奈店

北足立郡伊奈町小室３８９－５

048-720-7202

大里郡寄居町
店舗名

住所

TEL

ひばり薬局桜沢店

大里郡寄居町桜沢２１４－２

048-581-5330

松本薬局

大里郡寄居町大字寄居８８９

048-581-0047

北葛飾郡（杉戸町、松伏町）
店舗名

住所

TEL

あき薬局

北葛飾郡杉戸町高野台西１－１１－２４

0480-34-1887

高野台薬局

北葛飾郡杉戸町下高野１１９４－２

0480-34-6180

ゆめみ野薬局

北葛飾郡松伏町松葉１－５－１

048-991-1191

児玉郡（神川町、上里町、美里町）
店舗名

住所

TEL

くるみ薬局

児玉郡神川町元阿保３６０－１

0495-77-5552

上里調剤薬局

児玉郡上里町七本木５５７２

0495-35-3960

ひばり薬局美里店

児玉郡美里町阿那志１０３４－２

0495-75-1141

秩父郡（小鹿野町、長瀞町）
店舗名

住所

TEL

おがの薬局

秩父郡小鹿野町小鹿野３０４－６

0494-72-7377

やよい薬局

秩父郡長瀞町長瀞１３５６－１

0494-66-4301

比企郡（小川町、滑川町、嵐山町）
店舗名

住所

TEL

㈲小川薬剤師会薬局

比企郡小川町大字小川７１３－５

0493-74-6623

東小川薬局

比企郡小川町東小川３－９－３

0493-74-6646

つきのわクローバ薬局

比企郡滑川町月の輪１－４－１

0493-61-2885

ひばり薬局滑川店

比企郡滑川町羽尾１０９４－６

0493-56-5535

㈲島本薬局

比企郡嵐山町菅谷４５１

0493-62-5511

パル薬局嵐山店

比企郡嵐山町菅谷５１３－１

0493-61-0580

らんざん薬局

比企郡嵐山町太郎丸１３４

0493-81-4197

南埼玉郡宮代町
店舗名

住所

TEL

みるい薬局

南埼玉郡宮代町山崎４７８－１１

0480-34-6656

わかば薬局宮代店

南埼玉郡宮代町和戸１５０９－３

0480-31-1193

