
【川崎市宮前区】

薬局名 主たる薬剤師
住所
（郵便番号）

住所 TEL FAX 開局時間 定休日
無菌製剤
処理調剤

1 あいケア薬局　野川店 亀田美穂 216-0001 川崎市宮前区野川121-17 044-589-4678 044-589-6250
月～水・金　     8：30～18：00
木　                 8：30～16：30
土                 　8：30～12：30

日・祝・年末年始(12/30～1/4) ×

2 ひかり薬局 森田恵子 216-0001 川崎市宮前区野川3004-1 044-740-1366 044-740-1367
月・火・木・金　  9：00～19：00
水・土            　9：00～17：00
日・祝　            9：00～12：30

年末年始 ×

3 有馬センター薬局 阿部悦代 216-0002 川崎市宮前区東有馬3-5-28 044-854-9318 044-855-2826
月～水・金　     9：00～18：30
木                 　9：00～17：00
土                   9：00～14：30

日・祝 ×

4 有馬調剤薬局 吉武千賀子 216-0002 川崎市宮前区東有馬3-15-4-101 044-855-6888 044-855-2773
月～金　           9：00～18：30
土　　             　9：00～13：00

日・祝・年末年始 ×

5 ファーコス薬局かしの木 鈴木悠希 216-0003 川崎市宮前区有馬3-13-5 044-857-3921 044-857-1319
月～金　           9：00～18：30
土                  　9：00～17：30

日・祝・年末年始 ×

6 コスモス薬局 當麻由美 216-0003 川崎市宮前区有馬5-18-22 044-870-4010 044-855-0770
9：00～18：00
土　                  9：00～16：00

日・祝 ×

7 みどり薬局 福井順也 216-0004 川崎市宮前区鷺沼1－11－14 044-871-1151 044-871-1152 月～土           　9：00～19：00 日・祝 ×

8 さくら調剤薬局 梅澤直美 216-0004 川崎市宮前区鷺沼1-12-2 044-855-5606 044-855-5606
月～水・金　      9：30～19：30
木　　　　　　　　  9：30～17：30
土　　　　　　　    9：30～15：00

日・祝・年末年始（12/30～1/4) ×

9 薬樹薬局鷺沼 土生茉里奈 216-0004 川崎市宮前区鷺沼3-2-6鷺沼センタービル1階 044-871-7275 044-871-7276

月～水・金　      9：00～19：00
木（第1,3,5）　   10：00～19：00
木（第2,4）　       9：00～19：00
土　                  9：00～18：00

日・祝 〇

10 薬樹薬局鷺沼３号mammy店 森田奈那 216-0004 川崎市宮前区鷺沼3-3-1　伊藤ビルB号室 044-870-1870 044-870-1871 月～金              9：00～17：00 土・日・祝 ×

11 薬樹薬局鷺沼春待坂店 小倉知祥 216-0004 川崎市宮前区鷺沼3－5－8　ドルチェ鷺沼1階 044-862-7366 044-862-7367 月～土              9：00～18：00 日・祝 ×

12 薬樹薬局　土橋 多田晴美 216-0005
川崎市宮前区土橋3-3-1ドゥーエ・アコルデ
B101

044-862-8910 044-862-8920
月～金　            9：00～19：00
土　                   9：00～18：00

日・祝 〇

13 薬樹薬局宮前平 根井愛花 216-0007
川崎市宮前区小台2-6-6　宮前平メディカル
モール1階

044-862-6590 044-862-6590
月・火・木・金    　9：00～19：00
水　                   9：30～18：30
土・日　              9：00～17：00

祝 ×

14 薬樹薬局宮前平2号店 大貫ミチ 216-0007
川崎市宮前区小台2-6-6　宮前メディカルモー
ル１階

044-870-8925 044-870-8926
月・火・木・金　    9：00～19：00
水                 　10：00～18：00
土　                   9：00～17：00

日・祝 〇

15 潮見台薬局 吉川真由美 216-0013 川崎市宮前区潮見台20-3 044-978-0189 044-978-2189
9：00～18：00
土　                   9：00～17：00

日・祝・年末年始 〇

16 田辺薬局宮前平橋店 篠村守広 216-0022 川崎市宮前区平1－1－4 044-866-2185 044-866-2186
月・火・木・金    　9：00～19：00
水　                   9：00～17：00
土　                   9：00～13：30

日・祝・年末年始 ×

17 薬樹薬局　宮崎台 寺内麻奈美 216-0032
川崎市宮前区神木2-2-1宮崎台メディカルプラ
ザA棟1階

044-860-2760 044-860-2761
月～水・金・土　  9：00～18：30
木                   　9：00～18：00

日・祝 ×

18 みらいず薬局 秋丸正和 216-0033 川崎市宮前区宮崎2-9-3-101 044-982-1234 044-982-1235
月・水～金　       9：00～19：00
火　                   9：00～18：00
土・日・祝         　9：00～12：00

なし ×

19 宮前平薬局 石井恭子 216-0033 川崎市宮前区宮崎6－9－5 044-861-2232 044-861-2922
9：00～18：00
土　                    9：00～17：00

日・祝・年末年始（12/31～1/3） ×

20 プラザ薬局宮崎台
鹿田和江
松崎有夏

216-0033 川崎市宮前区宮崎103-3 044-888-5855 044-888-5856 月～金              　8：30～17：30 土・日・祝 ×



【川崎市宮前区】

薬局名 主たる薬剤師
住所
（郵便番号）

住所 TEL FAX 開局時間 定休日
無菌製剤
処理調剤

21 薬樹薬局梶ヶ谷 竹内祐太 216-0033 川崎市宮前区宮崎153-2 044-870-5121 044-870-5122 月～金　              8：30～18：00 土・日・祝 ×

22 薬樹薬局馬絹 髙橋祐太 216-0035
川崎市宮前区馬絹6丁目22番13号 第2ケー
エービル1階

044-853-2300 044-853-2304
月～水・金         　9：00～19：00
土　                     9：00～13：00

木・日・祝 〇


