
【川崎市川崎区】
最寄り駅 最寄り駅詳細

所  要  時  間 薬 局 名 主たる薬剤師 所　在　地  TEL( 上段 )
 FAX( 下段 ) 開 局 時 間 定休日 医療機関

連携の有無
月平均の訪問
延べ人数

無菌製剤
処理調剤

在宅認定
薬 剤 師

1 川崎駅 
ＪＲ 京浜東北線 川崎駅 
バス２０分 浅田三丁目停留所下車 
徒歩３分

アイリスファー
マシー 林　康治 210-0847

川崎市川崎区浅田３－７－１９
044-333-2007
044-333-2001

９：００～１８：００
土：９：００～１３：００ 日・祝 無 否

2 川崎駅 ＪＲ 京浜東北線 川崎駅 徒歩５分 アイン薬局
アトレ川崎店 蛭田　政美

210-0007
川崎市川崎区駅前本町２６－１
アトレ川崎８階

044-211-1411
044-211-1412

１０：００～２１：００
土：１０：００～１７：３０ 日・祝 有 1 人 否

3 川崎駅 ＪＲ 京浜東北線 川崎駅 徒歩５分 アイン薬局
川崎店 宮城　行由

210-0024
川崎市川崎区日進町１－５７
サンスクエア川崎７号棟１階

044-211-9777
044-211-9757

９：００～１９：００
土：９：００～１８：００　　

第２・４土
日・祝・年末年始

（１２／３０～１／３）
有 2 人 否

4 川崎駅 ＪＲ 東海道本線 川崎駅 
臨港バス（鋼管循環）１０分

アイン薬局
鋼管通店 竹澤　良子 210-0852

川崎市川崎区鋼管通１－２－２
044-328-7075
044-328-7097

９：００～１８：００　
土：９：００～１７：００

土・日・祝
年末年始 有 1 人 否

5 川崎駅 
ＪＲ 東海道本線 川崎駅 
臨港バス１５分  
桜本停留所下車 徒歩約１分

川崎薬局 赤澤　美由紀 210-0833
川崎市川崎区桜本２－１－３

044-299-4780
044-287-6130

９：００～１７：００　
火・木：９：００～１９：００
土：９：００～１３：３０

日・祝
年末年始・５／１ 有 2 人 否

6 川崎駅 ＪＲ 東海道本線 川崎駅 バス１０分 
京町停留所下車 徒歩約１分 川崎コスモス薬局 大浦　幸栄

210-0848
川崎市川崎区京町２－１６－３
エステ・スクエア川崎京町１０５

044-355-6395
044-355-6477

月・金：９：００～１９：００
火・水・木：９：００～１７：００
土：９：００～１３：００　

日・祝・年末年始
（１２／２９～１／３） 有 29 人 否

7 川崎駅
京急川崎駅

ＪＲ 東海道本線・南武線 川崎駅
京急 本線 京急川崎駅 バス１５分 
藤崎４丁目停留所下車 徒歩約３分

川崎すみれ薬局
相澤　ゆみ
石川　優輝
原田　眞理子

210-0804
川崎市川崎区藤崎４－２１－１

044-287-7510
044-287-9103

９：００～１８：００
火・木：９：００～１９：３０
土：９：００～１３：００

日・祝・年末年始
（１２／２９～１／３）
５／１

有 40 人 可

8 川崎駅 ＪＲ 東海道本線 川崎駅 
バス１０分

田辺薬局
川崎大島店 藤井　望 210-0834

川崎市川崎区大島５－１０－６
044-210-3403
044-210-3404

月・木：９：００～１９：３０
火・金・土：９：００～１８：００
土（第４）：９：００～１４：００

水・日・祝
年末年始 有 35 人 否

9 川崎駅 ＪＲ 東海道本線 川崎駅 
バス１０分

田辺薬局
鋼管通支店 笹部　直子 210-0852

川崎市川崎区鋼管通１－４－１
044-329-1360
044-329-1361 ９：００～１８：００ 土・日・祝

年末年始 有 57 人 否

10 川崎駅 ＪＲ 東海道本線 川崎駅 
バス１０分

田辺薬局
鋼管通り店 吉田　卓史 210-0852

川崎市川崎区鋼管通１－４－２１
044-329-0078
044-329-0079

８：４５～１８：００
土：８：４５～１３：００ 日・祝・年末年始 無 否

11 川崎駅

ＪＲ 東海道本線 川崎駅 
バス５分 川崎病院停留所下車
ＪＲ 東海道本線 川崎駅 
徒歩１５分

宮前薬局 森　隆史　
210-0012
川崎市川崎区宮前町１１－２２
アオキガ－デンパレス１０２

044-200-0843
044-200-0835 ８：３０～１７：３０ 土・日・祝

年末年始 無 否

12 川崎駅
京急川崎駅

ＪＲ 京浜東北線 川崎駅
京急 本線 京急川崎駅 
バス１５分 大島五丁目停留所下車 
徒歩約３分

ファーコス
たちばな薬局 伊藤　沙紀 210-0806

川崎市川崎区中島３－１２－１
044-233-2221
0120-233-405 ９：００～１８：００ 日・祝・年末年始 有 25 人 否

13 川崎駅 ＪＲ 京浜東北線 川崎駅 
徒歩２０分 薬樹薬局 川崎 陶山　美也子

210-0013
川崎市川崎区新川通１１－８
アオキガ－デンヒル新川通１Ｆ

044-200-7125
044-200-7126 ８：３０～１７：３０ 土・日・祝 有 2 人 否

14 川崎駅 ＪＲ 京浜東北線 川崎駅 
徒歩２０分

薬樹薬局　
川崎２号店 天城　舞 210-0838

川崎市川崎区境町３－４
044-223-3357 
044-223-3358 ８：３０～１７：３０ 土・日・祝 有 1 人 否

15 川崎駅
ＪＲ 東海道本線、京浜東北線 
川崎駅 バス８分 
成就院前停留所下車 徒歩２分

渡田向町薬局 天田　英樹 210-0841
川崎市川崎区渡田向町１５－７

044-223-3791
044-223-3792

９：００～１８：３０
土：９：００～１３：００ 木・日・祝 有 9 人 否

16 川崎新町駅 ＪＲ 南武線 川崎新町駅 
徒歩約１０分

ひまわり調剤　
京町薬局 井上　礼子 210-0848

川崎市川崎区京町２－４－６
044-201-6981
044-201-6982

９：００～１８：００
水・土：９：００～１３：００ 日・祝 有 3 人 否

17 川崎大師駅 京急 大師線 川崎大師駅 徒歩８分 大師薬局 原田　哲王 210-0816
川崎市川崎区大師町６－７

044-266-5759
044-266-3228

９：００～１７：００　
月・木：９：００～１９：００　
土：９：００～１２：３０

日・祝・５／１
年末年始

（１２／２９～１／３）
有 5 人 否

18 川崎大師駅 京急 大師線 川崎大師駅 
徒歩１０分

ひまわり調剤　
川崎だいし薬局 工藤　徹 210-0817

川崎市川崎区大師本町１０－２０
044-280-1157
044-280-1158

９：００～１８：００
土：９：００～１３：００ 土（午後）・日 有 2 人 否

19 川崎大師駅 京急 大師線 川崎大師駅 徒歩５分 ひまわり調剤　
川中島薬局 内村　伸一 210-0803

川崎市川崎区川中島１－１２－９
044-280-1987 
044-280-1986 

９：００～１８：００
土：９：００～１３：００ 木・日・祝 有 17 人 否

20 京急川崎駅
川崎駅

京急 本線 京急川崎駅 徒歩６分
ＪＲ 京浜東北線 川崎駅 徒歩５分

アイン薬局
京急川崎店 関口　奈央 210-0024

川崎市川崎区日進町２９
044-742-9974
044-742-9976

９：００～１８：００
土：９：００～１３：００

日・祝・年末年始
（１２／３０～１／３） 無 否

21 産業道路駅 京急 大師線 産業道路駅 
徒歩１０分

ひまわり調剤　
しょうわ町薬局 栗原　雅子 210-0813

川崎市川崎区昭和２－１２－１２
044-299-1850 
044-299-1851

９：００～１８：００
土：９：００～１３：００ 日・祝 有 10 人 否


