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3-01961 調剤 コーナン薬局 海老澤　佳子 572-0085 寝屋川市香里新町１２番１２号 0728375721

3-02001 調剤 アイ薬局　寝屋川店 寺前　紀子 572-0081 寝屋川市東香里園町２９番１０号 0728376333

3-02167 調剤 きららみらい薬局 吉岡　篤 572-0811 寝屋川市楠根南町２８番１２号フミハイツ１階 0728252755

3-01912 調剤 アピス薬局　寝屋川店 衛藤　千紘 572-0838 寝屋川市八坂町２９番２号アイミナール八坂１階 0728303871

3-02050 調剤 ドクトル薬局 遠矢　友美子 572-0062 寝屋川市高柳栄町９番３号 0728018282

3-02209 調剤 アピス薬局　香里店 塚元　貴子 572-0084 寝屋川市香里南之町２７番３０号長楽ビル１階 0728025081

3-00922 調剤 第二サンヨー薬局 西田　惠藏 572-0057 寝屋川市黒原旭町２９番５号 0728288263

3-01862 調剤 そうごう薬局 狩野　崇 572-0015 寝屋川市川勝町８番１号 0728207301

3-02100 調剤 ヤマモト薬局 山本　かづ代 572-0082 寝屋川市香里本通町９番１７号 0728312457

3-02829 調剤 ハート薬局 岡村　香里 572-0085 寝屋川市香里新町２２番６号 0728350868

3-01474 調剤 カタノ薬局 本　里花 572-0837 寝屋川市早子町２０番２３号 0728247780

3-02027 調剤 カトウ薬局 加藤　克彦 572-0048 寝屋川市大利町５番５号 0728260412

3-01672 調剤 銀明堂薬局　寝屋川駅前店 島　京平 572-0838 寝屋川市八坂町１５番８号中川ビル１階 0728801880

3-02217 調剤 ヒノデ薬局 岸川　武生 572-0837 寝屋川市早子町２番２３号北大阪乳業ビル１階 0728220078

3-02837 調剤 クオール薬局　香里園テラス店 大河　満里奈 572-0082 寝屋川市香里本通町８番４号かほりまちテラス２０１ 0728310280

3-02241 調剤 サンプラザ薬局　高柳 松田　務 572-0050 寝屋川市黒原城内町１２番３号 0728287679

3-02522 調剤 くるみ薬局 毛原　伊紗男 572-0837 寝屋川市早子町３番４８号 0728110009
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3-00674 調剤 カヤシマ薬局　駅前店 碇　弥栄子 572-0054 寝屋川市下神田町３１番１２号 0728262290

3-00963 調剤 京阪薬局 井辺　康夫 572-0076 寝屋川市仁和寺本町四丁目２番３４号 0728272027

3-00971 調剤 セガミ薬局　香里駅前店 浅野　佐知子 572-0084
寝屋川市香里南之町２８番２４－１０３号トーカンマンション香
里園駅前１階

0728330444

3-01177 調剤 創田薬局 田上　香織 572-0003 寝屋川市成田南町２０番６号 0728344322

3-01243 調剤 コーナン薬局 桝田　さち子 572-0029 寝屋川市寿町４７番３５号 0728343322

3-01300 調剤 寝屋川ケアーズ薬局 原田　晃司 572-0064 寝屋川市対馬江東町11番８号対馬江ビル１Ｆ 0728276635

3-01425 調剤 寝屋川グリーン薬局 沖野　いずみ 572-0033 寝屋川市池田東町８番１２－１０１ 0728286072

3-01441 調剤 カエデ薬局 山下　恭子 572-0827 寝屋川市萱島本町５番１３号 0728257001

3-02969 調剤 サンヨー薬局 三浦　志保 572-0035 寝屋川市池田旭町２４番３２号 0728293292

3-01466 調剤 秦漢方薬局 秦　雅子 572-0002 寝屋川市成田東が丘４２番２号 0728331868

3-01532 調剤 末広薬局 城田　浩一 572-0009 寝屋川市末広町３番２１号 0728376008

3-01698 調剤 土佐薬局 林　道廣 572-0022 寝屋川市緑町１９番１号 0728340404

3-01847 調剤 キリン堂薬局　東寝屋川店 土居　卓人 572-0857 寝屋川市打上中町１１番６号 0728115551

3-01854 調剤 いけだ薬局 池田　亮 572-0858 寝屋川市打上元町１１番２２号 0728237210

3-01938 調剤 アール薬局 奥田　育子 572-0838 寝屋川市八坂町１４番１０号北平ビル１階 0728208291

3-01946 調剤 ＯＧＰ薬局 萱島店 土井　敦子 572-0829 寝屋川市萱島信和町２１番３２号 0728018611

3-01995 調剤 ファルコ薬局　寝屋川店 多田　純加 572-0066 寝屋川市仁和寺町３１番５４号１０１ 0728017439
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3-02019 調剤 シンバシ薬局 川上　雅之 572-0051 寝屋川市高柳二丁目２２番８号 0728397011

3-02142 調剤 イーグル薬局 南井　英司 572-0833 寝屋川市初町２番１１号グリュックビル１０１ 0728224189

3-02274 調剤 きららみらい薬局 池田　理沙 572-0858 寝屋川市打上元町１６番１号 0728223636

3-02340 調剤 はるか薬局 安田　真司 572-0061 寝屋川市長栄寺町６番１号 0728303090

3-02365 調剤 つかさ薬局 髙木　めぐみ 572-0076 寝屋川市仁和寺本町三丁目３番２３号 0728305111

3-02571 調剤 オリーブ薬局 南　美由紀 572-0084 寝屋川市香里南之町１９番３１号 0728372001

3-03082 調剤 かりん薬局 田村　貴生 572-0030 寝屋川市池田本町３０番２号 0728018701

3-02647 調剤 大野薬局 大野　裕子 572-0019 寝屋川市三井南町２０番１６号 0728343486

3-02852 調剤 みのる薬局 小縣　史子 572-0831 寝屋川市豊野町１３番１０号アグレアーブル１階 0728115121

3-01193 調剤 団地薬局 樗木　慶子 572-0013 寝屋川市三井が丘四丁目１２番３号 0728210057

3-01888 調剤 新町中央薬局 山下　えり子 572-0085 寝屋川市香里新町１８番１６号 0728317421

3-02175 調剤 きららみらい薬局 栗原　千賀子 572-0042 寝屋川市東大利町１１番１３号 0728303015

3-03090 調剤 ウエルシア薬局　寝屋川打上元町店 山路　成美 572-0858 寝屋川市打上元町２０番10号 0728802239

3-02183 調剤 きららみらい薬局 藤井　清香 572-0834 寝屋川市昭栄町１１番２８号 0728115095

3-02191 調剤 きららみらい薬局 藤井　柊威 572-0836 寝屋川市木田町４番４５号 0728115655

3-02118 調剤 スギ薬局　寝屋川黒原店 尾﨑　嵩 572-0059 寝屋川市黒原新町９番１号 0728019055

3-02555 調剤 アカカベ薬局　大利店 田中　義人 572-0032 寝屋川市北大利町１２番８号ヴィドールＳＯＮＯビル１階 0728300930
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3-02126 調剤 スギ薬局　寝屋川萱島店 木下　歩実 572-0824 寝屋川市萱島東三丁目１７番８号 0728257233

3-02688 調剤 アイン薬局　香里園店 西村　加奈実 572-0082 寝屋川市香里本通町８番４号２０２、２０３ 0728373810

3-02308 調剤 阪神調剤薬局　寝屋川店 蟹江　静 572-0837 寝屋川市早子町２番２１号早子町オオヨドビル１階１０１号室 0728113922

3-02415 調剤 ファルコ薬局　寝屋川市駅前店 池見　有佳子 572-0042 寝屋川市東大利町２番１０号丸喜ビルヂィング１階 0728008127

3-02373 調剤 かじた調剤薬局 梶田　陽之 572-0837 寝屋川市早子町２番１９号グランツ寝屋川１階 0728008131

3-02423 調剤 スギ薬局　東香里店 青木　瑶子 572-0801 寝屋川市寝屋一丁目２番８号 0728115222

3-02845 調剤 クオール薬局　寝屋川店 村島　蓮世 572-0029 寝屋川市寿町５７番１１号 0728340089

3-02456 調剤 くすのき調剤薬局 村岡　記江 572-0029 寝屋川市寿町２８番１号 0728317566

3-02506 調剤 サン薬局　寝屋南店 岸本　昌太 572-0855 寝屋川市寝屋南二丁目１番１４号寝屋南総合ビル１階 0728233400

3-02894 調剤 あんず薬局　香里園店 辻田　佑一 572-0082 寝屋川市香里本通町８番１－１０４号 0728337400

3-02670 調剤 アイン薬局　寝屋川店 石田　知丈 572-0039 寝屋川市池田一丁目１４番１２号 0728135561

3-02662 調剤 幸生堂薬局 浅田　美有紀 572-0046 寝屋川市成美町１番１０号 0728301800

3-02605 調剤 エイト薬局 川浪　智子 572-0082 寝屋川市香里本通町８番４号 0728023218

3-02910 調剤 サエラ薬局　寝屋川店 岩出　賢太郎 572-0832 寝屋川市本町２５番２１号トヨノマンションD館１階 0728247011

3-02621 調剤 サンドラッグ東香里薬局 三好　正人 572-0801 寝屋川市寝屋一丁目４番１号 0728232030

3-02159 調剤 きららみらい薬局 尾北　登紀子 572-0022 寝屋川市緑町４３番１５号 0728372825

3-02712 調剤 はな薬局　寝屋川店 田坂　紀子 572-0028 寝屋川市日新町１番１２号 0728318600
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3-02720 調剤 竹内薬局　寝屋川店 反畑　もゆる 572-0848 寝屋川市秦町１５番２０号 0728205800

3-02746 調剤 スギ薬局　香里西店 荒木　明日香 572-0089 寝屋川市香里西之町４番９号 0728006414

3-02738 調剤 オハナ薬局　萱島駅前店 畠山　慶子 572-0827 寝屋川市萱島本町１７番１８号深田ビル１階 0728248777

3-02753 調剤 スギ薬局　寝屋川木田店 細見　尚世 572-0822 寝屋川市木田元宮一丁目２０番１号 0728036636

3-02779 調剤 スギ薬局　寝屋川成美店 西尾　美麗 572-0046 寝屋川市成美町２８番３号 0728003032

3-02498 調剤 かえる薬局 荒川　ひろみ 572-0033 寝屋川市池田東町７番７号 0728148558

3-02548 調剤 おおぞら薬局 伊藤　和正 572-0062 寝屋川市高柳栄町４番２号 0728135085

3-02787 調剤 櫻十字薬局　香里園店 兼古　里美 572-0082 寝屋川市香里本通町１０番１４号龍宝マンション１０１号 0728024777

3-02225 調剤 ドクトル薬局 秋吉　大輔 572-0043 寝屋川市錦町１８番１８号 0728390290

3-02795 調剤 アカカベ薬局　寝屋川木田町店 中村　茉由梨 572-0836 寝屋川市木田町２番１１号 0728250930

3-02860 調剤 ガーデン薬局 岡藤　訓子 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

0728381900

3-02928 調剤 ファーマライズ薬局　かやしま店 谷口　和子 572-0827 寝屋川市萱島本町20番４ 0728200355

3-02936 調剤 らいちょう薬局 三木　優子 572-0084 寝屋川市香里南之町20番20号303号室 0728145185

3-03009 調剤 ぽぷら薬局 尾髙　里枝 572-0848 寝屋川市秦町3番1号 0728202008

3-03017 調剤 アイン薬局　寝屋川中央店 市吉　文仁 572-0015 寝屋川市川勝町１１番２８号 0728239652

3-02985 調剤 アカカベ薬局　寝屋川池田町店 松井　勇樹 572-0033 寝屋川市池田東町10番22号 0728290930

3-03033 調剤 ココカラファイン薬局　寝屋川公園店 豊田　耕三 572-0850 寝屋川市打上高塚町3番16号 0728125991
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3-02993 調剤 あおぞら薬局　寝屋川店 髙橋　政巳 572-0084 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 0728186700

3-03058 調剤 キリン堂薬局　寝屋川打上店 﨑尾　真帆 572-0858 寝屋川市打上元町12番13号 0728113155

3-03108 調剤 アピス薬局　寝屋川打上店 渡部　千春 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-1 0728121501


