
名称 郵便番号 所在地

イーグル薬局 572-0833 寝屋川市初町２番１１号グリュックビル101

寝屋川グリーン薬局 572-0033 寝屋川市池田東町８番12号－101号

かじた調剤薬局 572-0837 寝屋川市早子町２－１９グランツ寝屋川１階

ドクトル薬局 572-0062 寝屋川市高柳栄町９番３号

京阪薬局 572-0076 寝屋川市仁和寺本町４丁目２番34号

ぽぷら薬局　さくら店 572-0028 寝屋川市日新町６番13号

ぽぷら薬局　あおい店 572-0003 寝屋川市三井が丘３丁目16番７号

土佐薬局 572-0022 寝屋川市緑町19番１号土佐ビル１階

創田薬局 572-0003 寝屋川市成田南町２０－６

めぐみ薬局 572-0004 寝屋川市成田町25番１号

新町中央薬局 572-0085 寝屋川市香里新町１８番１６号

大野薬局 572-0019 寝屋川市三井南町20－16

くるみ薬局 572-0837 寝屋川市早子町３－48

秦漢方薬局 572-0002 寝屋川市成田東が丘４２番２号

おおぞら薬局 572-0062 寝屋川市高柳栄町４－２

いけだ薬局 572-0802 寝屋川市打上元町１１番２２号

さくら薬局　寝屋川南水苑店 572-0826 寝屋川市南水苑町１６番１３号

アピス薬局　寝屋川店 572-0838 寝屋川市八坂町29番２号アイミナール八坂１階

アピス薬局　香里店 572-0084 寝屋川市香里南之町27番30号　長楽ビル１階

ＯＧＰ薬局　萱島店 572-0829 寝屋川市萱島信和町21番32号

末広薬局 572-0009 寝屋川市末広町３番２１号

カタノ薬局 572-0837 寝屋川市早子町２０番２３号

はるか薬局 572-0061 寝屋川市長栄寺町６番１号

サン薬局　寝屋南店 572-0855 寝屋川市寝屋南２丁目１－１４　1階

アイ薬局　寝屋川店 572-0081 寝屋川市東香里園町29番10号

カエデ薬局 572-0827 寝屋川市萱島本町５番１３号

ヤマモト薬局 572-0082 寝屋川市香里本通町９番17号

ファルコ薬局　寝屋川店 572-0066 寝屋川市仁和寺町31－54－101

ファルコ薬局　寝屋川市駅前店 572-0042 寝屋川市東大利町２－10丸喜ビルヂィング１階

銀明堂薬局　寝屋川駅前店 572-0838 寝屋川市八坂町15番８号　中川ビル１階

団地薬局 572-0013 寝屋川市三井が丘４丁目12番３号

コーナン薬局 572-0085 寝屋川市香里新町12番12号

アイン薬局　寝屋川店 572-0082 寝屋川市池田１丁目14番12号

アイン薬局　香里園店 572-0082 寝屋川市香里本通町８－４－202，203

くすのき　調剤薬局 572-0029 寝屋川市寿町２８－１

幸生堂薬局 572-0046 寝屋川市成美町１－１０

アール薬局 572-0838 寝屋川市八坂町14番10号北平ビル１階

つかさ薬局 572-0076 寝屋川市仁和寺本町３丁目３－23

ドクトル薬局 572-0043 寝屋川市錦町18番18号

サンプラザ薬局高柳 572-0050 寝屋川市黒原城内町12番３号

そうごう薬局　寝屋川店 572-0015 寝屋川市川勝町８番１号

きららみらい薬局 572-0022 寝屋川市緑町43番15号

きららみらい薬局 572-0811 寝屋川市楠根南町28番12号

きららみらい薬局 572-0042 寝屋川市東大利町11番13号

きららみらい薬局 572-0834 寝屋川市昭栄町11番28号

きららみらい薬局 572-0836 寝屋川市木田町４番45号

きららみらい薬局 572-0858 寝屋川市打上元町16番１号

キリン堂薬局　東寝屋川店 572-0802 寝屋川市打上中町11番６号

アカカベ薬局　大利店 572-0032 寝屋川市北大利町12－８ヴィドールＳＯＮＯビル１階

コーナン薬局 572-0029 寝屋川市寿町47－35

セガミ薬局　香里駅前店 572-0084 寝屋川市香里南之町２８番２４－１０３号

シンバシ薬局 572-0051 寝屋川市高柳二丁目22番８号

カトウ薬局 572-0048 寝屋川市大利町５番５号
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かえる薬局 572-0033 寝屋川市池田東町７番７号

スギ薬局　寝屋川黒原店 572-0059 寝屋川市黒原新町９番１号

スギ薬局　寝屋川萱島店 572-0824 寝屋川市萱島東３丁目17番８号

スギ薬局　東香里店 572-0801 寝屋川市寝屋１丁目２－８

第二サンヨー薬局 572-0057 寝屋川市黒原旭町２９番５号

寝屋川ケアーズ薬局 572-0064 寝屋川市対馬江東町11番８号

エイト薬局 572-0082 寝屋川市香里本通町８－４

サエラ薬局　寝屋川店 572-0832 寝屋川市本町25ー21　トヨノマンションD館１階

サンドラッグ東香里薬局 572-0801 寝屋川市寝屋１丁目４－１

ウエルシア薬局　寝屋川打上店 572-0858 寝屋川市打上元町20ー10

はな薬局　寝屋川店 572-0028 寝屋川市日新町1-12

スギ薬局　香里西店 572-0089 寝屋川市香里西之町4番9号

オハナ薬局 572-0827 寝屋川市萱島本町17番18号

スギ薬局　寝屋川木田店 572-0822 寝屋川市木田元宮一丁目20番1号

スギ薬局　寝屋川成美店 572-0046 寝屋川市成美町28-3

櫻十字薬局 香里園店 572-0082 寝屋川市香里本通町１０番１４号 龍宝マンション１０１号

アカカベ薬局　寝屋川木田町店 572-0836 寝屋川市木田町２ー１１

調剤薬局ツルハドラッグ寝屋川松屋店 572-0086 寝屋川市松屋町８番９号

サンライトげんき薬局　寝屋川店 572-0838 寝屋川市八坂町６ー２６

クオール薬局香里園テラス店 572-0082 寝屋川市香里本通町８ー４　かほりまちテラス201

クオール薬局寝屋川店 572-0029 寝屋川市寿町57ー11

ハート薬局 572-0085 寝屋川市香里新町２２－６

みのる薬局 572-0831 寝屋川市豊野町１３－１０　アグレアーブル１階

日本調剤 寝屋川薬局 572-0838 寝屋川市八坂町２番３号

あんず薬局　香里園店 572-0082 寝屋川市香里本通町８－１－１０４

ファーマライズ薬局　かやしま店 572-0827 寝屋川市萱島本町20番4

阪神調剤薬局　寝屋川店 572-0837 寝屋川市早子町２－２１早子町オオヨドビル101

サンヨー薬局 572-0035 寝屋川市池田旭町24番32号

さくら薬局 572-0042 寝屋川市東大利町9-11

アカカベ薬局　寝屋川池田店 572-0033 寝屋川市池田東町10番22号

ぽぷら薬局 572-0848 寝屋川市秦町３番１号

あおぞら薬局　寝屋川店 572-0844 寝屋川市太秦緑が丘28-8　ロングライフタウン寝屋川公園1階

アイン薬局寝屋川中央店 572-0015 寝屋川市川勝町11番28号

ココカラファイン薬局　寝屋川公園店 572-0850 寝屋川市打上高塚町３番16号

ウエルシア薬局　寝屋川高宮店 572-0806 寝屋川市高宮１丁目２－34

ウエルシア薬局　寝屋川池田新町店 572-0038 寝屋川市池田新町19番26号

キリン堂薬局　寝屋川打上店 572-0858 寝屋川市打上元町12－13

ウエルシア薬局　寝屋川緑町店 572-0022 寝屋川市緑町４番20号

いぐち薬局　香里新町 572-0085 寝屋川市香里新町９－10

カヤシマ薬局駅前店 572-0054 寝屋川市下神田町31－12

プラザ薬局 572-0042 寝屋川市東大利町13番18号

アピス薬局　寝屋川市駅前店 572-0837 寝屋川市早子町23番－１　アドバンスねやがわ１号館２階－B

あざらし薬局 572-0035 寝屋川市池田旭町24－45　田中マンション103号室

ルナ薬局　かやしま店 572-0824 寝屋川市萱島東２丁目11－11

ガーデン薬局 572-0048 寝屋川市大利町２１番２号　寝屋川大利メディカルガーデンズビル1階

幸生堂薬局 572-0042 寝屋川市東大利町6-12

日本調剤　香里園薬局 572-0084 寝屋川市香里南之町28－18

竹内薬局　寝屋川店 572-0848 寝屋川市秦町15番2号
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