
【川崎市川崎区】

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 ひばり薬局　川崎店 水野光一 210-0006 川崎市川崎区砂子2-6-1 044-201-3801 044-201-3802 月～土　9：00～19：00 日・祝 ×

2 アイン薬局アトレ川崎店 宮城行由 210-0007
川崎市川崎区駅前本町26-1
ｱﾄﾚ川崎8F

044-211-1411 044-211-1412
月～金　10：00～21：00
土　     　10：00～17：00

日・祝・年末年始（12/31～1/2) ×

3 アイン薬局宮前店 大島啓一 210-0012 川崎市川崎区宮前町11-22 044-200-0843 044-200-0835 月～金  　8：30～17：30 土・日・祝 ×

4 薬樹薬局川崎 井上　薫 210-0013
川崎市川崎区新川通11番-8号
ｱｵｷｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾙ新川通1階

044-200-7125 044-200-7126
月～金　  8：30～17：30
土　　　  　9：00～13：00

日・祝 ×

5 ひばり薬局　新川橋店 大川征二 210-0015
川崎市川崎区南町16-22
肥後屋ビル101

044-272-6396 044-272-6398 9：00～18：30 日・祝・年末年始（12/30～1/4） ×

6 アイン薬局川崎店 田島美紀 210-0024
川崎市川崎区日進町1-57
サンスクエアー川崎7号棟1階

044-211-9777 044-211-9757
平日　            9：00～19：00
土（第1･3･5）　 9：00～18：00
土（第2･4）    　9：00～12：00

日・祝・年末年始 ×

7 ひまわり調剤かわさき薬局 龍野　健 210-0024 川崎市川崎区日進町7-1 044-200-4061 044-200-4062
月～金　9：00～18：00
土　       9：00～13：00

日・祝 ×

8 エムエム薬局 森　弘美 210-0802 川崎市川崎区大師駅前1-6-17 044-200-4713 044-200-4716
月・火・木・金　9：00～19：00
水　　　　        9：00～17：00
土　　　　        9：00～14：00

日・祝・年末年始 ×

9 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
月～水・金      9：00～18：00
木                  9：00～17：00
土                  9：00～13：00

日・祝 〇

10 川崎すみれ薬局

牟田亜美
原田眞理子
宮本佑亮
原田真希

210-0804 川崎市川崎区藤崎4-21-1 044-287-7510 044-287-9103
月・水・金　9：00～18：00
火・木　　 　9：00～19：30
土　　　 　　9：00～13：00

日・祝・年末年始 〇

11 ファーコス薬局　たちばな 伊藤沙紀 210-0806 川崎市川崎区中島3-6-9 044-233-2221 0120-233-405 月～土　    9：00～18：00 日・祝・年末年始 ×

12 なかじま薬局 酒井一樹 210-0806 川崎市川崎区中島3-9-1 044-222-9445 044-222-9447
月・水・木　9：00～18：30
火・金　　　9：00～18：00
土　          9：00～13：00

日・祝・年末年始（12/30～1/3） ×

13 東門前薬局 水野宜弘 210-0812 川崎市川崎区東門前1-13-8 044-287-2624 044-287-2621
月・火・木・金　9：00～19：00
土　               9：00～13：00

水・日・祝・年末年始・土（午後） ×

14 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
月～金　9：00～18：00
土　       9：00～13：00

日・祝・年末年始 ×

15 大師薬局 内田英一 210-0816 川崎市川崎区大師町6-7 044-266-5759 044-266-3228
月～水・金　9：00～17：00
木　            9：00～19：00
土　            9：00～12：30

日・祝・年末年始（12/29～1/3） ×

16 ひまわり調剤川崎だいし薬局 内島祥由紀 210-0817 川崎市川崎区大師本町10-20 044-280-1157 044-280-1158
月～金　9：00～18：00
土　       9：00～13：00

日・祝・年末年始（12/30～1/3） ×

17 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 044-287-6150
月・水～金　9：00～17：00
火　            9：00～19：00
土　            9：00～13：30

日・祝・年末年始（12/29～1/3） ×

18 大島リーフ薬局 野中雅人 210-0834 川崎市川崎区大島3-15-19 044-201-7033 044-201-7203
月～水・金　9：00～19：00
土　            9：00～13：00

木・日・祝 ×

19 田辺薬局川崎大島店 伊藤敬 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       　9：00～18：00
水　　       　9：00～17：00
土　　       　9：00～14：00

日・祝・年末年始 ×

20 ファーコス薬局　川崎大島 小澤美和 210-0834 川崎市川崎区大島5-13-6 044-200-8232 044-200-8233 月～土　9：00～18：00 日・祝・年末年始 ×
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21 すずらん薬局 佐藤暢宏 210-0836 川崎市川崎区大島上町1-11 044-333-4193 044-223-7565
月～水・金　9：00～19：00
木              9：00～17：00
土              9：00～13：00

日・祝 ×

22 薬樹薬局 川崎2号店 中村優希 210-0838 川崎市川崎区境町3番4号 044-223-3357 044-223-3358 月～金　8：30～17：30 土・日・祝 ×

23 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 0120-11-3792
月～水・金　9：00～18：00
土　            9：00～13：00

木・日・祝・年末年始 ×

24 すみれ薬局 伊藤恭平 210-0846
川崎市川崎区小田1-1-2
ソルスティス京町1階

044-328-6940 044-328-6941
月～金　9：00～18：30（昼休みなど
なし）
土　　　　9：00～13：00

日・祝・年末年始（12/29～1/4） ×

25 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・年末年始 ×

26 川崎コスモス薬局 高橋　保 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・水・木　9：00～17：00
火・金     　9：00～19：00
土          　9：00～13：00

日・祝・年末年始（12/29～1/3） ×

27 アイン薬局　鋼管通店 蛭田政美 210-0852 川崎市川崎区鋼管通1丁目2-2 044-328-7075 044-328-7097
月～金 9：00～18：00
土 9：00～15：00

日・祝 
※年末年始は近隣薬局との当番制

×

28 田辺薬局鋼管通支店 安田琢磨 210-0852 川崎市川崎区鋼管通1－4－1 044-329-1360 044-329-1361 月～金9：00～18：00 土・日・祝・年末年始 〇

29 田辺薬局鋼管通り店 藤田康一 210-0852 川崎市川崎区鋼管通1－4－21 044-329-0078 044-329-0079
月～金8：45～18：00
土　　8：45～13：00

日・祝・年末年始 ×


