
医療機関名 区名 住所

サンドラッグ大阪駅前第4ビル薬局 北区 梅田1-11-4　第4ビル地下2階

ファーマライズ薬局　梅田店 北区 梅田1-13-1　大阪梅田ツインタワーズ・サウス13階

梅田薬局 北区 梅田1-8-16　ヒルトンプラザイースト5階

キリン堂薬局　ハービスプラザ店 北区 梅田2-5-25　梅田阪神第一ビルディング4階

ココカラファイン薬局　ＪＲ大阪駅店 北区 梅田3-1-1　JR大阪駅構内

クオール薬局　梅田北店 北区 梅田1-12-17　梅田スクエアビル地下2階

アピス薬局　梅田店 北区 梅田1-1-3-100　大阪駅前第3ビル1階

駅前第一ビルカイセイ薬局 北区 梅田1-20　大阪駅前第一ビル2階

クオール薬局　梅田店 北区 梅田1-2-2-200　大阪駅前第2ビル2階

やすらぎ桜橋薬局 北区 梅田2-4-37　西梅田上島ビル1階

アクティ大阪コクミン調剤薬局 北区 梅田3-1-1　サウスゲートビル17階　大阪ステーションシティ総合クリニック内

クオール薬局　西梅田店 北区 梅田3-2-62

クオール薬局　梅田ガーデン店 北区 梅田3-3-20　明治安田生命大阪梅田ビル地下1階

スギ薬局　北新地店 北区 曽根崎新地1-12-8　マルイト梅新ビル1階

アリス薬局 北区 曽根崎新地1-5-21　3階

新梅田コクミン薬局 北区 曽根崎新地1　堂島地下街1号

ツキテラス薬局 北区 堂島1-4-8　広ビル1階1号室

なの花薬局　中之島店 北区 中之島5-3-68　2階

クオール薬局　中之島店 北区 中之島2-3-18　中之島フェスティバルタワー15階

大ビル薬局 北区 中之島3-3-23　中之島ダイビル5階

スギ薬局　リンクスウメダ店 北区 大深町1-1　ヨドバシ梅田タワー地下1階

ココカラファイン薬局　グランフロント大阪店 北区 大深町3-1　グランフロント大阪ショップ＆レストラン北館地下1階

オレンジ薬局　梅田芝田店 北区 芝田1-10-8　山中ビル1階

オレンジ薬局　新梅田店 北区 芝田2-3-23　メイプルビル4階

フタツカ薬局　梅田北 北区 芝田2-7-18　ルーシッドスクエア梅田ビル1階

日本調剤　中津薬局 北区 芝田2-9-17　マエダビル１階

スギ薬局　梅田店 北区 芝田1-1-23　1階・2階

回生堂薬局 北区 芝田1-3-15

なの花薬局　梅田芝田店 北区 芝田2-1-18　西阪急ビル1階

オレンジ薬局 北区 芝田2-8-10　光栄ビル1階B室

なの花薬局　中津店 北区 芝田2-9-12

茶屋町薬局 北区 茶屋町3-1　三晃ビル1F

すみれ薬局 北区 茶屋町3-14　大西茶屋町ビル1階

そうごう薬局　梅田北店 北区 中崎1-1-1

フロンティア薬局　中崎町店 北区 中崎1-1-15

サエラ薬局　梅田東店 北区 中崎1-2-25　アクシオ梅田東1階

なの花薬局　グランドビル店 北区 角田町8-47　阪急グランドビル23階

共栄薬局　梅田店 北区 角田町8-7　阪急百貨店B1階

天六ファーマライズ薬局 北区 浮田1-3-16　ロータリー天神橋101号

大阪みなみ薬局2号店 北区 浮田2-2-12

ときわ薬局 北区 浮田2-1-12　アパ大阪天六ビル1階

なごみ薬局 北区 浪花町13-7  1階

アダチ薬局 北区 黒崎町9-8

阪神調剤薬局　扇町店 北区 山崎町5-15

天満カイセイ薬局 北区 山崎町5-17

薬局いろは 北区 神山町14-21

のぞみ薬局　梅田店 北区 神山町2-2　造園会館1F
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日本調剤　扇町薬局 北区 神山町14-22

大阪神山さくら薬局 北区 神山町14-22　クラフト扇町ビル1階

カイセイ薬局 北区 神山町14-23

さくら薬局　大阪扇町通店 北区 神山町1-7

米山泰山堂薬局 北区 堂山町17-11

カーム薬局 北区 池田町17-17　マンション池田1階

アイン薬局大阪美波店 北区 錦町3-7　グランフォースビル1F

ファーマシィ薬局　天満橋 北区 同心1-8-32

ばんどう薬局 北区 松ヶ枝町6-3　篠原松ヶ枝ビル101

ファーマシィ薬局　南森町 北区 天神橋2-5-28　千代田第二ビル1階

天神橋やまき薬局 北区 天神橋3-3-2　City Life南森町L'avenir 1F

オレンジ薬局　天神橋3丁目店 北区 天神橋3-7-32

かふか薬局 北区 天神橋6-3-20　天寿ビル1F

スマイル薬局 北区 天神橋6-6-11　エレガントビル大阪102

セブン薬局　天六店 北区 天神橋6-7-17

岡部薬局 北区 天神橋2-1-20

クローバー薬局 北区 天神橋2-5-15　グラン・ピア南森町1階

スギ薬局　南森町店 北区 天神橋2-北2-26　マルサンビル1階

南森町グローバル薬局 北区 天神橋3-2-14　南森町スペースビル1階

株式会社小山全快堂薬局 北区 天神橋3-2-31

テイコク薬局　南森町店 北区 天神橋3-2-36

カマダ薬局 北区 天神橋3-6-15

有限会社エスエス薬局 北区 天神橋4-4-9

コヤマ薬局 北区 天神橋4-7-19

天神橋ゆーあい薬局 北区 天神橋4-7-2　南扇町ビル1階

柿の木薬局　天満店 北区 天神橋4-8-28

ユアーズ薬局 北区 天神橋5-5-32

ユアーズ薬局　天神橋店 北区 天神橋5-7-12

北天神薬局　南店 北区 天神橋5-7-21

小西辰薬局 北区 天神橋6-5-6

北天神薬局　天六店 北区 天神橋6-6-8　ソアラプラザ天六1階

マルゼン薬局 北区 天神橋6-7-14

天二薬局 北区 天満橋1-3-21　タカセビル1Ｆ

サンライトなかよし薬局　東天満店 北区 天満2-15-15

薬局いろは　南森町店 北区 西天満5-15-18　実業ビル1階

スギ薬局　西天満店 北区 西天満5-16-5　名古屋銀行大阪支店ビル1階

アピス薬局　西天満店 北区 西天満3-13-18　島根ビル1階

すばる薬局 北区 西天満4-6-12

東梅田のぞみ薬局 北区 太融寺町3-24　日本生命梅田第二ビル1F

東梅田薬局 北区 太融寺町8-17　プラザ梅田ビル1F

扇薬局 北区 南扇町7-2　センチュリーパークユニ東梅田101号

漢方薬局ハレノヴァ 北区 末広町3-21　1階

ＯＡＰカイセイ薬局 北区 天満橋1-8-30　ＯＡＰタワー2階

コクミン薬局　天神橋筋六丁目駅店 北区 天神橋7-6-3　OsakaMetro天神橋筋六丁目ビル1階

協和調剤薬局 北区 天神橋7-4-15

マルゼン薬局　天七店 北区 長柄西1-2-4  1階

ほんじょう薬局　長柄店 北区 長柄中2-1-4
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わかば薬局　中津店 北区 中津2-8　E棟2F

元気薬局　中津店 北区 中津1-11-8

新なかつ薬局 北区 中津1-2-21　明大ビル1階

オレンジ薬局　中津店 北区 豊崎3-20-12　パールグレイビル1階

なかつ薬局 北区 豊崎5-1-2　松村ビル102

フタツカ薬局　中津駅前 北区 豊崎5-7-22　清水ビル1階

オレンジ薬局　北梅田店 北区 豊崎1-11-29　R'sコート1階

さくら薬局　大阪本庄西店 北区 本庄西2-5-20

ファルコ薬局　大阪本庄店 北区 本庄東2-11-7　ヴィラージュ本庄1階

薬師堂薬局 北区 本庄東2-8-6

きたよど薬局 北区 本庄東2-1-22　小泉ビル1F

ほんじょう薬局 北区 本庄東2-4-9

ピースマイル薬局　うめきた店 北区 大淀中2-2-17

アピス薬局　新梅田店 北区 大淀中3-11-32　ドムール北三番館1階E号

大淀アイ薬局 北区 大淀中3-2-13

竹村薬局 北区 大淀中3-3-2

あけぼの薬局　都島店 都島区 毛馬町2-11-36-105

ウエルシア薬局　都島毛馬店 都島区 毛馬町3-3-28

スギ薬局　都島毛馬店 都島区 毛馬町2-10-1

やすらぎ薬局　毛馬店 都島区 毛馬町2-9-27-1Ｆ

みつは城北公園通り薬局 都島区 大東町2-5-25

クローバー薬局 都島区 大東町1-9-5

マザー薬局 都島区 大東町3-4-24　1階

エムケー薬局 都島区 高倉町1-12-13

ベル薬局 都島区 高倉町2-1-4

すみれ薬局　都島店 都島区 高倉町2-9-8　高倉マンション1F

メディセレ薬局 都島区 内代町1-2-32　サンシャイン88　1Ｆ

やすらぎ薬局　内代店 都島区 内代町1-7-11

カメイ調剤薬局　内代店 都島区 内代町2-12-2　1階

クローバー薬局 都島区 都島北通1-3-19　小山ビル1階

しろくま調剤薬局都島店 都島区 都島北通1-22-39-101

クオール薬局都島北通店 都島区 都島北通1-22-4-1階

スギ薬局　都島北通店 都島区 都島北通1-7-12

そうごう薬局　都島店 都島区 善源寺町2-2-22

薬局マツモトキヨシ　ベルファ都島店 都島区 友渕町2-13-34

メイプル薬局　都島店 都島区 友渕町2-1-5　1階

アイセイ薬局 都島店 都島区 友渕町2-15-7　M.Y.Sビル1階

ウエルシア薬局　都島友渕店 都島区 友渕町2-10-21

ベル薬局ローレルスクエア店 都島区 友渕町1-6-2-1号

スギ薬局　都島友渕店 都島区 友渕町2-15-24

キリン堂薬局　都島本通店 都島区 都島本通1-5-20

かりん薬局 都島区 都島本通3-23-19　エクセレント都島１F

あすか薬局　都島店 都島区 都島本通3-24-9　1階

アポロン薬局 都島区 都島本通3-8-5　1F

ことり薬局　都島店 都島区 都島本通2-16-10

クローバー薬局 都島区 都島本通3-9-20　1階

サエラ薬局　都島店 都島区 都島本通5-14-10　JN1ビル１階
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キリン堂薬局　都島店 都島区 都島本通1-21-20

フォーユー薬局　都島店 都島区 都島本通1-4-19

クローバー薬局 都島区 都島本通1-5-4　圓相第一マンション1階

都島センター薬局 都島区 都島本通1-7-19　都島楠風ビル1階

なの花薬局　都島店 都島区 都島本通2-14-2

エムケー薬局 都島区 都島本通2-14-4　カルナビル1階

キリン堂薬局　都島医療センター店 都島区 都島本通2-15-8　1階

マルゼン薬局 都島区 都島本通3-1-1　山形ビル1階

キヨシ薬局　都島店 都島区 都島本通3-25-7　都島コーポ1階13号

マルゼン薬局 都島区 都島本通3-26-22

マルゼン薬局 都島区 都島本通3-9-4

スギ薬局　都島中通店 都島区 都島中通2-1-3

𠮷川薬局 都島区 都島中通2-7-23

エリア薬局 都島区 都島中通3-13-22

都島パール薬局 都島区 都島南通2-4-10　ウエストハイツ55　1C

小島太陽堂薬局 都島区 都島南通2-14-22

やすらぎ薬局　京橋店 都島区 都島南通2-14-25　ダゼアマンション別棟

都島健民薬局 都島区 都島南通2-8-12

西薬局　京橋店 都島区 東野田町1-16-11　サンスリーハイツ京橋1階101号室

スギ薬局　京橋駅西店 都島区 東野田町1-6-1 Kぶらっと1、2階

フロンティア薬局　京橋店 都島区 東野田町5-2-29　京橋サンパティオビル1階

アカカベ薬局　京橋店 都島区 東野田町5-2-30　京橋エイコービル1階

マルゼン薬局　京橋店 都島区 東野田町5-6-8

ひかり薬局 都島区 東野田町2-3-27　富士ビル1階

クオール薬局　京橋駅前店 都島区 東野田町2-9-7　K2ビル1階

京橋薬局 都島区 東野田町4-8-14

市民薬局 都島区 東野田町5-9-2

のぞみ薬局　桜ノ宮店 都島区 中野町5-10-127　カーサ日東1階

クオール薬局　都島なかの店 都島区 中野町1-4-7　カーサー桜ノ宮1階

スカイ薬局 都島区 中野町2-1-5　中西ビル1階

命門堂漢方薬局 都島区 中野町4-11-11

ヘルシー２１スミヨシ薬局 都島区 中野町5-13-4タワープラザアベニュー内

くるみ薬局 福島区 海老江1-2-17　阪神野田駅前ノースサイドビル1階

スギ薬局　野田阪神店 福島区 海老江5-1-2　さくら野田ビルディング１階

グリーン薬局 福島区 海老江5-2-2　大拓ビル5  1階

イオン薬局　野田阪神店 福島区 海老江1-1-23　2Ｆ

赤木薬局 福島区 海老江7-10-18

くるみ薬局　さぎす店 福島区 鷺洲1-11-14　阪神ハイグレードマンション12番館102号

ななみ薬局 福島区 鷺洲1-7-29　パレットマンション1階

アカカベ薬局　野田阪神店 福島区 鷺洲1-12-11

ウェーブ薬局　福島店 福島区 鷺洲2-12-20-1Ｆ

回生薬局 福島区 鷺洲3-1-1-103

大阪鷺洲さくら薬局 福島区 鷺洲4-3-23　福島スカイハイツ106

リアン薬局 福島区 福島1-5-1

阪神調剤薬局　堂島店 福島区 福島2-3-3

フラワー薬局　福島店 福島区 福島2-4-6　ハイネス岡崎103

スミレ薬局 福島区 福島4-2-72　かど加賀ビル1階
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日本調剤　大阪福島薬局 福島区 福島4-2-76　1階

プラザ薬局　新福島店 福島区 福島5-17-21

アップルプラス薬局 福島区 福島5-6-16　ラグザ大阪サウスオフィス4F

といろ薬局 福島区 福島6-9-15-101

かみふく薬局 福島区 福島7-6-4　宮川ビル1階

カイセイ吉矢薬局 福島区 福島7-8-1

プラス薬局 福島区 福島7-9-9

セガミ薬局　堂島店 福島区 福島1-1-51　堂島クロスウォーク1階

ファルコ薬局福島店 福島区 福島2-2-1

ファーコス薬局　ふくしま 福島区 福島2-4-1　朝日放送アネックスビル1階

コトブキ薬局　福島店 福島区 福島4-2-33

スミレ薬局 福島区 福島4-2-72

フロンティア薬局　福島店 福島区 福島4-2-75

たんぽぽ薬局　福島店 福島区 福島4-2-76

栃本天海堂薬局 福島区 福島5-10-3

あけぼの薬局　福島店 福島区 福島7-19-11

塩津延寿堂薬局 福島区 福島8-16-15-102

ハピネス薬局 福島区 玉川4-13-26

ことり薬局 福島区 野田5-11-24

薬局リリタス 福島区 吉野3-13-19　シティリブノダ1F

薬局ファルシオ　野田店 福島区 吉野3-22-17　野田ロイヤルビル1階

こころ薬局 福島区 吉野4-27-18　北棟1F

くるみ薬局 福島区 吉野5-11-22　永和商事ビル1F

かるがも薬局　野田店 福島区 吉野5-14-17　ロベリア弐番館　1F

サン薬局　野田阪神店 福島区 吉野1-10-13　NTビル1Ｆ

おくたに薬局 福島区 吉野1-21-9　レジデンスK101

新橋薬局 福島区 吉野2-7-8

宮薬局 福島区 吉野2-8-35

共創未来　福島薬局 福島区 吉野2-9-17　KHKコート西野田1階

アイリス薬局 福島区 吉野3-1-2

共創未来　阪神薬局 福島区 吉野3-15-16　ロジュマン松原1階

春日野薬局　福島店 福島区 吉野5-1-3

ふれあい薬局野田阪神店 福島区 大開1-1-4　TAKUYO BLD.1階

薬局ファルシオ　大開店 福島区 大開4-2-5

イトウ薬局 福島区 大開1-8-15

クジャク堂薬局 福島区 大開2-1-5

はな薬局　野田店 福島区 大開3-1-2　野田パークマンション124号

イオン薬局高見店 此花区 高見1-5-70　イオン高見店1階

さくら薬局　大阪高見店 此花区 高見2-12-16

りおん薬局 此花区 伝法2-4-33　イルマーレ1階

すずらん薬局 此花区 伝法1-3-18

サンライトなかよし薬局　此花店 此花区 伝法5-4-61　1階、2階

フクモト薬局 此花区 西九条3-13-5　1階

ココカラファイン薬局　西九条店 此花区 西九条3-14-15

ハート薬局　西九条店 此花区 西九条4-3-33　浜田ビル1階

薬局ファルシオ　此花店 此花区 西九条4-3-34　セントメディックビル2階

阪神調剤薬局　西九条店 此花区 西九条4-3-39
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さくら薬局　阪神西九条駅店 此花区 西九条3-15-11

あいりー薬局 此花区 梅香1-22-13

此花ダイイチ薬局 此花区 梅香3-20-9

ユーアイ薬局 此花区 四貫島1-5-11　セントビル1階

はやぶさ薬局　阪神千鳥橋店 此花区 四貫島1-1-43

スギ薬局　千鳥橋店 此花区 四貫島1-5-6　児島建設ビル1階

くすのき薬局 此花区 四貫島1-5-7　大新興産ビル1階

新光堂薬局 此花区 四貫島2-21-1

さくら薬局　大阪春日出北店 此花区 春日出北1-2-2

アカカベ薬局　春日出北店 此花区 春日出北1-3-8

大入号薬局 此花区 春日出北1-14-8

さざなみ薬局 此花区 春日出北1-25-11

中島薬局 此花区 春日出北2-7-3

そうごう薬局　春日出店 此花区 春日出中2-16-19

らいふ薬局　春日出店 此花区 春日出中2-17-24

フラワー薬局　春日出店 此花区 春日出中1-26-13

幸生堂薬局 此花区 春日出中2-16-23

シティー薬局 此花区 島屋6-2-90　リバーガーデンシティーさくらの丘D棟304号

さくら薬局　大阪酉島店 此花区 酉島2-1-11　1階

クオレ薬局 此花区 酉島3-22-28

調剤薬局マツモトキヨシ　もりのみやキューズモール店 中央区 森ノ宮中央2-1-70　もりのみやキューズモールBASE2階

森ノ宮ステーション薬局 中央区 森ノ宮中央1-1-30　ビエラ森ノ宮1Ｆ

マルゼン薬局 中央区 玉造1-21-16

もも薬局 中央区 玉造1-8-10　にじ玉造ビル１F

三愛漢方薬局 中央区 上町C-8

日本調剤　大手前薬局 中央区 大手前1-5-33　納税協会ビル１階

アイン薬局　大手前店 中央区 大手前1-5-34

アイン薬局　天満橋店 中央区 大手前1-7-31　OMMビル地下1階

阪神調剤薬局　大阪がんセンター店 中央区 大手前3-1-43　大阪府庁新別館南館B1階

ココカラファイン薬局　大阪国際がんセンター店 中央区 大手前3-1-69　大阪国際がんセンター患者交流内棟1階

宮薬局 中央区 大手前1-6-7

さくら薬局　大阪天満橋駅店 中央区 大手前1-7-31　大阪マーチャンダイズマートビルＢ1Ｆ

あい薬局 中央区 大手前3-1-43　プリムローズ1F

谷町センター薬局 中央区 谷町4-6-2　谷町ビル1階

薬のヒグチ薬局　谷町二丁目店 中央区 谷町2-3-12 マルイト谷町ビル1階
ファミリーマート＋クスリのヒグチ谷町二丁目店内

法円坂薬局 中央区 谷町4-3-2

ココカラファイン薬局　谷町四丁目駅店 中央区 谷町4-4-21

あんず薬局　谷町店 中央区 谷町4-5-12

オレンジ薬局　天満橋店 中央区 谷町1-3-5　アンフィニィ・天満橋1F

ジャパンファーマシー薬局 中央区 谷町4-1-2

きらめき薬局 中央区 谷町4-6-3　シーダプレイスⅡ301

春陽堂薬局 中央区 谷町4-9-12

内久宝寺薬局 中央区 内久宝寺町3-2-5　1階

サエラ薬局　法円坂店 中央区 内久宝寺町2-3-26　1階

府薬会営中央薬局 中央区 和泉町1-3-8　大阪府薬剤師会館　西館1階

たから薬局 中央区 大手通3-2-3-103

大手前薬局 中央区 徳井町1-1-8　大手前NTビル1F
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ファーマシィ薬局　とくい 中央区 徳井町1-3-14　1階

宇野薬局 中央区 徳井町2-3-3

スギ薬局　谷町四丁目店 中央区 内本町1-1-5　プラスサンビル1階

愛生保健薬局 中央区 島町1-1-3

さくら薬局　大阪船越店 中央区 船越町2-1-5　吉見ビル1Ｆ

船越ウノ薬局 中央区 船越町2-3-4-102

オレンジ薬局　京阪北浜店 中央区 北浜1-1-30　リバービュー北浜1階

かえで薬局　淀屋橋店 中央区 北浜3-5-19　淀屋橋ホワイトビル101

コクミン薬局　淀屋橋店 中央区 北浜3-1-13　山岡淀屋橋ビル1階

オレンジ薬局　北浜店 中央区 今橋1-7-19　北浜ビルディング1階

ファーコス薬局　ファースト 中央区 今橋3-2-17　緒方ビル1階

キリン堂薬局　北浜店 中央区 高麗橋2-4-2　メディカルモール北浜1階

クオール薬局　北浜店 中央区 高麗橋1-7-3　ザ・北浜プラザ3階

阪神調剤薬局　大阪伏見店 中央区 伏見町2-5-7　岡田伏見町ビル1F

のぞみ薬局　道修町店 中央区 道修町4-5-10

阪神薬局 中央区 道修町2-2-13

あなたの街の薬局　道修町店 中央区 平野町2-5-14　FUKUBLD.三休橋1F

有限会社タキノ薬局 中央区 平野町4-5-9

アカカベ薬局　淡路町店 中央区 淡路町3-2-13　ゼルコヴァビル1階

スギ薬局　瓦町１丁目店 中央区 瓦町1-6-10　JPビル1階

セガミ薬局　御堂筋本町店 中央区 備後町4-1-3　御堂筋三井ビル1階101

阪神薬局 中央区 安土町3-2-2　中外ビル1階

キリン堂薬局　堺筋本町店 中央区 本町1-8-12　オーク堺筋本町ビル１階

スギ薬局　本町二丁目店 中央区 本町2-1-6 堺筋本町センタービル1階

ウエルシア薬局　大阪本町店 中央区 本町2-3-14

スギ薬局　堺筋本町店 中央区 本町1-5-6　大阪山甚ビル1階

本町薬局 中央区 南本町4-1-1　ヨドコウビル地下1階

オレンジ薬局　堺筋本町店 中央区 南本町2-2-9　辰野南本町ビル1階

アリス薬局 中央区 北久宝寺町2-4-14　SERENITE堺筋本町 SUD 1階

スギ薬局　北久宝寺店 中央区 北久宝寺町1-9-1　セントピアビル1階

アカカベ薬局　船場店 中央区 南久宝寺町2-1-9　船場メディカルビル1階

日本調剤　谷町薬局 中央区 大手前3-1-69　大阪国際がんセンター患者交流棟1階

オレンジ薬局　からほり店 中央区 谷町7-2-32　1階

かるがも薬局　谷町6丁目店 中央区 谷町6-2-29　吉川機械ビル1F

さくら薬局 中央区 谷町6-17-14

春日野薬局　谷町店 中央区 谷町7-1-44　TANCE谷町1階

チェリー薬局　からほり店 中央区 谷町7-1-47

赤あんど薬局 中央区 谷町9-3-11

さくら薬局 中央区 谷町9-3-11　東谷町ビル1階

オレンジ薬局　谷六店 中央区 安堂寺町1-6-4　安堂寺ビル101号

やまき薬局 中央区 安堂寺町2-6-3　アイズワンⅢ　1階

たつみ薬局 中央区 上本町西5-3-1

塩田薬局 中央区 東平2-5-10

おぐら薬局 中央区 上汐2-6-11　モリワキビル1F

スギ薬局　瓦屋町店 中央区 瓦屋町2-11-16　オートセンタービル1階

ハローファイン薬局　サウス店 中央区 松屋町3-22　メゾンセイル1A

ぷらっと薬局 中央区 松屋町9-1　セントラルフォーラム松屋町ビル1階
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スギ薬局　道頓堀東店 中央区 道頓堀1-2-1　DO　BOX103号

オレンジ薬局　高津店 中央区 高津1-1-44　ブランシャトー高津

きりん薬局 中央区 日本橋1-17-17　ピカソ日本一ビル5階

えがおＤｅ薬局　日本橋店 中央区 日本橋1-16-19　シャトーアルーフ1Ｆ

アカカベ薬局　日本橋駅前店 中央区 日本橋1-2-6　日本橋河辺ビル1階

アイン薬局大阪日本橋店 中央区 日本橋1-3-1　三共日本橋ビル8F

仙寿堂薬局 中央区 日本橋1-2-1

スギ薬局　なんば御堂筋店 中央区 難波2-1-2　太陽生命難波ビル1階

なんば調剤薬局 中央区 難波3-5-8　三栄御堂筋ビル7Ｆ

コクミン薬局　なんばCITY店 中央区 難波5-1-60　ナンバシティ本館2階

クオール薬局　なんばスカイオ店 中央区 難波5-1-60　なんばスカイオ3階

南薬剤師会センター薬局 中央区 難波3-5-14　東ビル2階

サン薬局　なんば店 中央区 難波3-7-12　GP･GATEビル8Ｆ

ワカノウラ薬局 中央区 難波4-5-5

かえる薬局 中央区 南船場1-9-23　Y.cube101

スギ薬局　南船場店 中央区 南船場2-1-3　PHOENIX南船場1階

フロンティア薬局　南船場店 中央区 南船場3-3-5　OKTビル1F

カメイ調剤薬局　心斎橋店 中央区 南船場3-5-11　心斎橋フロントビル4階 

阪神調剤薬局　心斎橋店 中央区 南船場4-12-1

ワカノウラ薬局 中央区 南船場3-5-17

常盤漢方薬局 中央区 南船場4-11-19

日本橋中央薬局 中央区 島之内2-11-23　南第一マンション 1階店1号室

かるがも薬局　長堀橋店 中央区 島之内2-14-21　おおきに堺筋八幡町ビル6F

ドウニン薬局 中央区 島之内2-8-29　ディアコート島之内1階

ワカノウラ薬局　東心斎橋店 中央区 東心斎橋1-16-9

えびす薬局　心斎橋店 中央区 東心斎橋1-10-1　グローリー心斎橋ビル1Ｆ

長崎屋薬局 中央区 宗右衛門町5-35

スギ薬局　心斎橋店 中央区 心斎橋筋1-3-22　1階

なごみ薬局　心斎橋店 中央区 心斎橋筋1-5-19

ウィーズファーマシー　心斎橋薬局 中央区 心斎橋筋1-8-3　心斎橋パルコ10階

アイン薬局心斎橋店 中央区 心斎橋筋2-2-22　小大丸ビル2階

精進堂薬局 西区 土佐堀1-1-7

アカカベ薬局　肥後橋店 西区 江戸堀1-12-8　明治安田生命肥後橋ビル1階

キリン堂薬局　肥後橋店 西区 江戸堀1-9-1　肥後橋センタービル1階

エムスタ薬局 西区 江戸堀1-11-12

パル薬局 西区 江戸堀1-24-2　シーダーズマンション102

江戸堀薬局 西区 江戸堀1-8-22　フォーラムスクエアビル1F

スギ薬局　信濃橋店 西区 靱本町1-11-7　信濃橋三井ビルディング1階

イースト薬局 西区 靱本町1-7-9　靭イーストビル1階Ｂ区画

オレンジ薬局　オリックス本町ビル店 西区 西本町1-4-1　オリックス本町ビル101

はなまる薬局　西本町店 西区 西本町2-1-4　宇佐美西本町ビル1-A

アカカベ薬局　阿波座店 西区 西本町2-5-19　東海建物西本町ビル1階

フタツカ薬局　阿波座 西区 西本町3-1-1　岡崎橋セントラルビル1F

クローバー薬局 西区 西本町1-6-9　川田ビル1階

クローバー薬局 西区 西本町1-7-1

カイセイ薬局 西区 江之子島1-8-21　クローバーハイツ江戸堀110

日本調剤　阿波座薬局 西区 江之子島2-1-37　阿波座ライズタワーズフラッグ46　201
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ファン薬局　日生病院前 西区 江之子島2-2-2

サンゴ薬局 西区 阿波座1-12-15　うつぼ診療所ビル１階

ほんまち薬局 西区 立売堀1-4-22　セレニテ本町グランデ１階102

なの花薬局　阿波座店 西区 立売堀6-3-8　フレスポ阿波座2階

ときわ薬局 西区 立売堀1-7-8

かるがも薬局　新町店 西区 新町1-33-1　One Shinmachi 1F

スギ薬局　四ツ橋店 西区 新町1-4-24　大阪四ツ橋新町ビル1階

ウエルシア薬局　大阪新町店 西区 新町4-10-21-101号

ぺんぎん薬局 西区 新町4-16-2　BRAVE新町1階

プラザ薬局　西区新町店 西区 新町4-6-23　2階

新町薬局 西区 新町1-25-14

サニー薬局　四ツ橋 西区 新町1-25-15

かるがも薬局　花咲新町店 西区 新町2-15-22　花咲新町1F

プラザ薬局　西長堀店 西区 新町4-4-2　102

薬局ラボPharmacy 西区 北堀江1-4-5

薬局日本メディカルシステム　北堀江店 西区 北堀江2-1-11　久我ビル北館1階

オリーブ調剤薬局 西区 北堀江2-15-8　繁ビル1階

スギ薬局　北堀江店 西区 北堀江4-4-8　西長堀ビル1階

堀江薬局 西区 北堀江1-11-1　塚原ビル1F

あみだ池漢方薬局 西区 北堀江2-15-10　クラフトビル1階

薬局マツモトキヨシ　南堀江店 西区 南堀江1-11-1　1階

スギ薬局　南堀江店 西区 南堀江2-4-1

そらいろ薬局 西区 南堀江4-11-8　ジオタワー南堀江102

あけぼの薬局 西区 南堀江4-15-16

さくら薬局　大阪南堀江店 西区 南堀江4-4-20　アーデンタワー南堀江102

白菊調剤薬局 西区 南堀江1-18-20

ソーク薬局 西区 南堀江1-21-14　M．hills南堀江south1Ｆ

白菊調剤薬局正面玄関前 西区 南堀江1-27-9　紀和ビル１階

阪神調剤薬局　大阪西店 西区 本田2-1-8　1階

こころ薬局 西区 本田2-3-1

アップルプラス薬局 西区 千代崎2-24-16　1階

イオン薬局　大阪ドームシティ店 西区 千代崎3-13-1　イオン大阪ドームシティ店2階

コトブキ薬局　ドーム前店 西区 境川1-1-15　1階

サエラ薬局　ドームシティ店 西区 境川1-1-34

コトブキ薬局 西区 境川1-1-36

カルナ薬局 西区 境川1-3-2　ラポール境川1F西側

サエラ薬局　境川店 西区 境川1-1-31-101

カイセイ薬局 西区 境川1-1-45

明祥堂薬局 西区 九条南2-24-4

オレンジ薬局　ドーム店 西区 九条南1-12-20　フォレオ大阪ドームシティ1階

かるがも薬局　九条店 西区 九条1-13-10

アスカ薬局 西区 九条1-12-14

そうごう薬局　九条店 西区 九条1-14-25

ゆうあい薬局 西区 九条1-14-3　新道ハイツ101

オレンジ薬局 西区 九条1-28-14　セントラルハイツ1階

キララ薬局 西区 九条2-23-12

スギ薬局　九条店 西区 九条2-7-15
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松浦薬局 西区 九条3-20-16

オレンジ薬局　キララ店 西区 九条3-25-9　西部事務用品ビル1Ｆ

アカラ薬局 西区 京町堀2-12-16　Plasir京町堀101

青葉薬局　なみよけ店 港区 波除3-3-13

元気薬局　波除店 港区 波除3-4-23　1階

阪神調剤薬局　弁天町店 港区 磯路1-6-16

アップルプラス薬局 港区 磯路2-2-4

磯路薬局 港区 磯路3-16-1　髙瀬磯路ビル1階

キリン堂薬局　港区磯路店 港区 磯路3-23-1

なぎさ薬局 港区 磯路3-3-25　1F

うしお薬局　弁天町 港区 磯路1-6-16

コトブキ薬局　夕凪店 港区 夕凪2-1-7　1F

ドレミ薬局 港区 夕凪2-16-9　ポートビル1F

バード薬局 港区 夕凪2-17-5　辻産業ビル1階

オレンジ薬局　弁天町店 港区 弁天2-1-33　1階

大家薬局 港区 弁天2-1-8　101

アール薬局 港区 弁天2-1-8-113

廣田漢方堂薬局 港区 弁天4-5-1-1階

テイコク薬局 港区 弁天1-2-4-200　ベイタワーウエスト2階

ココカラファイン薬局　弁天町店 港区 弁天1-3-3　クロスシティ弁天町3階

コスモス薬局 港区 弁天2-2-9　勝本ビル1階

イキミ薬局　弁天町店 港区 弁天4-13-10

コトブキグループ　かえで薬局 港区 市岡2-6-23　茂久ビル1階

そうごう薬局 港区 市岡1-15-6

エンド薬局 港区 市岡1-4-22

オレンジ薬局 港区 八幡屋1-12-7  1F

オレンジ薬局 港区 八幡屋1-12-7-1F

みなと調剤薬局 港区 八幡屋1-10-14　1階

フォーユー薬局　朝潮橋店 港区 八幡屋1-11-10　シカタビル1階

ウキジマ薬局 港区 八幡屋1-15-1

境川薬局 港区 八幡屋1-3-16

朝潮橋駅前薬局 港区 池島1-1-18

弁天薬局 港区 三先1-10-28　サンファミリー三先PART2　1階

イキミ薬局 港区 三先2-13-25

うしお薬局　築港 港区 築港1-14-2

イキミ薬局　港晴南店 港区 港晴1-1-24

こうせい薬局 港区 港晴2-4-5

イキミ薬局　中央体育店 港区 港晴3-1-11

イキミ薬局　港晴北店 港区 港晴3-17-2

コトブキグループ　ローズ薬局 大正区 三軒家西2-18-5　邦明会ビル1階

アップルプラス薬局 大正区 三軒家西1-5-20

わかば薬局 大正区 三軒家西2-13-21

木田薬局 大正区 三軒家西2-20-10

コトブキグループ　パール薬局 大正区 三軒家東4-16-18　大忠ビル102号室

ヒノデ薬局大正店 大正区 三軒家東6-8-11　真野ビル1階

そうごう薬局　大正店 大正区 三軒家東4-5-12

さくら薬局　大阪三軒家東店 大正区 三軒家東5-5-20　1階
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セガミ薬局　大正店 大正区 三軒家東5-5-21

すみれ薬局 大正区 千島1-18-8　1Ｆ

阪神調剤薬局　ちしまメディカルパーク店 大正区 千島2-4-4-C1

スギ薬局　千島店 大正区 千島3-4-2　COZY　CHISHIMA　1階

ヤマサキ薬局 大正区 千島2-3-14

オレンジ薬局　大正店 大正区 千島3-14-23　ベルメゾンイトウ1階

撫子平尾薬局 大正区 平尾3-22-3　1階

カネシロ薬局 大正区 平尾4-20-14

あい薬局 大正区 平尾4-22-12　福本ビル1階

平尾カイセイ薬局 大正区 平尾4-23-18

大正薬局 大正区 平尾5-3-19

（有）ホットスタッフ　しらゆり薬局 大正区 小林西2-2-6

なかずみ薬局 大正区 南恩加島3-7-12

カコ薬局 大正区 鶴町2-3-5

コトブキグループ　エビス薬局 大正区 泉尾1-24-6　1F

コトブキ薬局　永楽橋店 大正区 泉尾3-4-10　HITOMIビル1階

コトブキ薬局　泉尾店 大正区 泉尾4-17-12　東洋プラザ泉尾103A

キリン堂薬局　大正泉尾店 大正区 泉尾5-14-14

トヨダ薬局 大正区 泉尾1-7-6

くりはし薬局 大正区 泉尾2-11-10

くすのき薬局 大正区 泉尾3-11-24　プロニティ江川1F

きたむら薬局 大正区 北村1-17-9　1階

さくら薬局 大正区 北村2-14-24

モモンガ薬局 天王寺区 上本町6-3-31　うえほんまちハイハイタウン1階126

ひまわり薬局　上６店 天王寺区 上本町6-4-12

スギ薬局　上本町店 天王寺区 上本町6-7-2　上六三和会館1階

リープ薬局　上六店 天王寺区 上本町6-2-26　大和上六ビル1F

上本町中央薬局 天王寺区 上本町6-3-31　うえほんまちハイハイタウン229

たつみ薬局　南店 天王寺区 上本町6-6-23　上本町サウスビル1階

かしのき薬局　上本町店 天王寺区 上本町8-2-1　クライス上本町1Ｆ

アオイ薬局 天王寺区 上本町5-3-16

田中薬局 天王寺区 上汐3-4-15

ほのぼの薬局　上汐店 天王寺区 上汐4-1-29　北岡ビル1階

ひまわり薬局　清水谷店 天王寺区 清水谷町5-22　H・A BLDG　1F

清水谷薬局 天王寺区 清水谷町9-9

ピース薬局　玉造店 天王寺区 玉造本町1-7　セイワパレス天王寺真田山1階102号

プライム薬局 天王寺区 玉造元町2-19

つなぐ薬局　玉造駅前店 天王寺区 玉造元町2-2　田中ビル1階

三寳薬局 天王寺区 玉造元町3-9  1階

Reli薬局　谷六店 天王寺区 空清町5-18  MRTビル1F

いいな薬局 天王寺区 東高津町8-24　1F

テイコクファミリー薬局 天王寺区 東高津町11-7　上本町IBPタワー1階

ミルク調剤薬局 天王寺区 東高津町9-15　ナカモリ第2ビル1階

エイム薬局　つるはし店 天王寺区 味原町13-9　サンエイ下味原第2ビル1階

丸昌薬局 天王寺区 味原町13-11-2

トーユー薬局 天王寺区 味原町13-8　サンエイ下味原第1ビル501

さくら薬局　鶴橋店 天王寺区 下味原町1-16

11 / 34 ページ



医療機関名 区名 住所

指定小児慢性特定疾病医療機関一覧表（大阪市）

※他の都道府県・政令市・中核市に所在する指定医療機関については当該自治体が指定・公示しています。

スギ薬局　天王寺細工谷店 天王寺区 筆ヶ崎町2-22　VITA　MOMOYAMA　１階

阪神調剤薬局　鶴橋店 天王寺区 筆ヶ崎町4-12

たんぽぽ薬局　上本町店 天王寺区 筆ケ崎町2-60

ファーマシィ薬局　あい 天王寺区 筆ケ崎町2-61

日本調剤　上本町薬局 天王寺区 筆ケ崎町2-61

サエラ薬局　上本町店 天王寺区 筆ケ崎町5-52　ウェルライフ上本町207

セガミ薬局　上本町店 天王寺区 筆ケ崎町6-33

ファーマシィ薬局　上本町駅前 天王寺区 石ヶ辻町18-21　上六ときビル1階

関西調剤薬局 天王寺区 石ケ辻町1-5

上六薬局　上本町店 天王寺区 石ケ辻町15-15　上六メディカルビル1階

上六薬局 天王寺区 石ケ辻町6-13　ライオンズマンション104

ココカラファイン薬局　JR桃谷駅店 天王寺区 堂ヶ芝1-8-27　JR桃谷駅構内

オリーブ薬局 天王寺区 堂ヶ芝2-12-1

調剤薬局ツルハドラッグ天王寺真法院店 天王寺区 真法院町12-14

ことぶき漢方薬局 天王寺区 真法院町7-28

サエラ薬局　真法院店 天王寺区 真法院町7-31

阪神調剤薬局　桃谷店 天王寺区 烏ヶ辻1-1-14

エイム薬局　桃谷店 天王寺区 烏ヶ辻1-3-1　熊谷ビル3階

フラワー薬局　桃谷店 天王寺区 烏ヶ辻2-2-3

中尾薬局 天王寺区 烏ケ辻1-1-10

あけぼの薬局　桃谷店 天王寺区 烏ケ辻1-1-25

カイセイ薬局 天王寺区 烏ケ辻1-3-24

アップルプラス薬局 天王寺区 勝山1-6-6　高津マンション1階

山田薬局 天王寺区 勝山2-8-1

アップルプラス薬局 天王寺区 勝山3-1-1　大松ビル1階

プラザ薬局　寺田町店 天王寺区 国分町19-4　寺田町クリニックビル1階

エール薬局 天王寺区 寺田町2-4-7

四天王寺あすか薬局 天王寺区 四天王寺1-5-45　サワービル1F

天王寺大日薬局 天王寺区 大道1-5-3

カワカミ薬局 天王寺区 大道3-1-23　EMA1階

すみれ薬局 天王寺区 大道3-5-8

幸生堂薬局 天王寺区 大道4-10-15

エイム薬局　 天王寺区 南河堀町9-43　天王寺北口ビル1階

ココカラファイン薬局　JR天王寺駅店 天王寺区 悲田院町10-45

おか薬局 天王寺区 悲田院町10-48　天王寺ステーションビル内3階

スギ薬局　天王寺駅前店 天王寺区 堀越町16-10　大信ビル1階

岡弥三薬局 天王寺区 堀越町13-15

アピス薬局　天王寺店 天王寺区 堀越町8-15　フィレンツェ四天王寺1階

さくら薬局　大阪生玉町店 天王寺区 生玉町2-3　小出ビル1F

あだち薬局 天王寺区 生玉前町2-9　1階

カナリヤ薬局 天王寺区 生玉前町3-25

生玉薬局 天王寺区 生玉寺町3-6

夕陽ヶ丘薬局 天王寺区 六万体町4-23

四天王寺パール薬局 天王寺区 六万体町5-19　メープル夕陽丘1Ｆ

あすか薬局 浪速区 恵美須東1-6-13

サポート薬局 浪速区 恵美須東3-6-10　1階

ヨネダ薬局 浪速区 恵美須西1-2-3
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ヨネダ薬局　エビス店 浪速区 恵美須西1-4-3　アメニティーハイツ1階

セガミ薬局　愛染橋店 浪速区 日本橋5-11-14

コトブキ薬局 浪速区 日本橋5-11-15　1階

ゆかり薬局 浪速区 日本橋5-11-18

あおぞら薬局　日本橋店 浪速区 日本橋5-11-18　1F

アサヒ薬局 浪速区 日本橋5-4-1

森薬局 浪速区 日本橋東2-10-13

セガミ薬局　日本橋店 浪速区 日本橋東3-8-13

フタツカ薬局　なんばパークス 浪速区 難波中2-10-70　なんばパークス2階

オアシス薬局 浪速区 難波中2-2-12　有馬ビル5F

日本調剤　なんば薬局 浪速区 難波中2-3-3　森川医療ビル1階

アピス薬局　難波中店 浪速区 難波中1-13-3　新風ビル1階

天野薬局 浪速区 難波中3-7-14

ローズ薬局　大国店 浪速区 敷津東3-11-10

みなみ薬局 浪速区 戎本町1-6-21

南山堂薬局　大国店 浪速区 大国1-11-23

なにわMY薬局 浪速区 大国1-9-7　生駒屋ビル1階

阪口薬局 浪速区 敷津西1-1-29-100

村田調剤薬局　大国町店 浪速区 敷津西2-2-10　１F

青葉堂薬局 浪速区 元町2-3-19　TCAビル1Ｆ

白菊調剤薬局 浪速区 湊町1-2-3　マルイト難波ビル３F 

第一調剤（株）村田調剤薬局なんばOCAT店 浪速区 湊町1-4-1　OCATビル1F

アーベインなんば薬局 浪速区 湊町2-1-34

オレンジ薬局　湊町店 浪速区 湊町2-1-7　ルネッサ難波ビル1階

ファミリー薬局　なんば店 浪速区 桜川1-2-6　ZENⅡ101

桜川調剤薬局 浪速区 桜川2-2-31　ザクロコーポレーションビル桜川1階

小泉薬局　桜川店 浪速区 桜川3-6-3　ベルシモンズ桜川1階

ここみ堂薬局 浪速区 桜川4-11-12-1F

森薬局　稲荷店 浪速区 稲荷2-3-18

あべや薬局 浪速区 塩草3-4-7

サポート薬局 浪速区 浪速東3-9-1　1階

プラス薬局 西淀川区 佃3-18-4

サエラ薬局　すみれ店 西淀川区 佃3-2-26

マエカワ薬局 西淀川区 佃3-2-26　千船駅前ビル1階

アサヒ薬局 西淀川区 佃2-2-60

千船ハート薬局 西淀川区 佃3-10-2

フタバ薬局　千船店 西淀川区 佃3-19-11　ルネッサンスクレージュ1階

V・drug　西淀川みてじま薬局 西淀川区 御幣島1-18-20

スギ薬局　御幣島店 西淀川区 御幣島2-9-9

むすび薬局 西淀川区 千舟2-15-2

まなび薬局 西淀川区 千舟2-8-28

プラス薬局 西淀川区 歌島1-8-16

アイセイ薬局　歌島店 西淀川区 歌島2-3-2

ヒトミ薬局　塚本店 西淀川区 柏里3-1-38

ひまわり薬局 西淀川区 柏里1-14-8

スギ薬局　塚本店 西淀川区 柏里2-6-17　ローズマンション1階

つくし薬局 西淀川区 柏里3-1-41
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柏里薬局 西淀川区 柏里3-3-6

さくら薬局 西淀川区 花川1-17-13　横川ビル1階

ヒシヤ薬局 西淀川区 花川2-21-19-102

ウエルシア薬局　西淀川野里店 西淀川区 野里1-5-5

プラス薬局 西淀川区 野里1-20-21-1Ｆ

あおぞら薬局 西淀川区 野里3-6-8

くるみ薬局 西淀川区 姫里1-14-1

保元堂薬局 西淀川区 姫里2-11-5

イナモリ薬局 西淀川区 姫里2-6-15

ゆうせい薬局 西淀川区 出来島1-13-2　1階

むすび薬局　大和田店 西淀川区 大和田4-11-4

大内薬局 西淀川区 大和田4-12-32

すずらん薬局 西淀川区 大和田5-4-21　1Ｆ

大和田薬局 西淀川区 大和田6-4-22

姫島健民薬局 西淀川区 姫島5-15-9　アニマート姫島1階101号室

そよかぜ薬局 西淀川区 姫島2-10-25　1Ｆ

マミー薬局 西淀川区 姫島2-14-6

スギ薬局　姫島店 西淀川区 姫島5-16-47

スギ薬局　福町店 西淀川区 福町3-1-16

ウシオ薬局　福町店 西淀川区 福町3-2-15　イズミヤスーパーセンター福町店

クオレ薬局千船病院前店 西淀川区 福町3-2-50

クオレ薬局　福駅前店 西淀川区 福町2-3-24  1階

なの花薬局　西淀川大野店 西淀川区 大野2-1-41　レーベンビル西淀川1階

クオレ薬局　大野店 西淀川区 大野2-2-1

いづみ薬局　本局 淀川区 東三国2-18-7

オリーブ調剤薬局 淀川区 東三国5-11-17-1F

まちなか薬局 淀川区 東三国5-13-15 　マンションコンドル103号室

いづみ薬局 淀川区 東三国1-24-8　ショッピングプラザ新大阪内

スマイル薬局　東三国店 淀川区 東三国2-32-21-106

あゆみ薬局 淀川区 東三国4-1-11

あゆみ薬局　東三国店 淀川区 東三国5-1-8

福原薬局 淀川区 東三国6-1-35-103

阪神調剤薬局　新大阪店 淀川区 宮原1-7-7

スギ薬局　新大阪東店 淀川区 宮原3-5-36　新大阪トラストタワー1F

日本調剤　新大阪薬局 淀川区 宮原1-2-70　コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション3階

ブリック薬局　新大阪店 淀川区 宮原1-6-1　新大阪ブリックビル1階

スギ薬局　東三国駅前店 淀川区 宮原2-13-13　デュオン新大阪レジデンス101

オリーブ薬局 淀川区 宮原2-3-22

マルイファーム薬局 淀川区 宮原2-7-23　1F

みどり薬局 淀川区 宮原4-4-2-6　新大阪グランドハイツ1階

スギ薬局　新大阪宮原店 淀川区 宮原4-4-48

スギ薬局　西宮原店 淀川区 西宮原2-7-22　新大阪ウエストハイツ1階

スギ薬局　西三国店 淀川区 西宮原3-3-6　ファミールハイツ北大阪第4期5号棟1階

ひだまり薬局 淀川区 西宮原3-3-82　シャーメゾンダイワ1階

そうごう薬局　西宮原店 淀川区 西宮原3-3-98　1F

セコム薬局 淀川区 西宮原1-8-24　新大阪第3ドイビル1階

こすもす薬局 淀川区 西宮原2-7-24　新大阪ウエストハイツ1Ｆ
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ウエルシア薬局　淀川三国本町店 淀川区 三国本町2-13-73

マックスバリュ淀川三国店薬局 淀川区 三国本町2-13-2　マックスバリュ淀川三国店2階

コスモ薬局 淀川区 三国本町2-18-30

セガミ薬局　阪急三国店 淀川区 三国本町3-37-35　ヴュール阪急三国2階

スギ薬局　三国駅前店 淀川区 西三国4-8-19　三国ビル1階

さくら薬局　大阪西三国店 淀川区 西三国1-3-13　ウイング青山101

あおぞら薬局　三国店 淀川区 西三国1-3-29　1Ｆ

タカス薬局 淀川区 西三国1-36-36

はつらつ館薬局 淀川区 西三国1-7-38

サンドラッグ西三国薬局 淀川区 西三国1-7-41

マルゼン薬局　西三国店 淀川区 西三国2-2-24　レジデンス大和2　1階

そうごう薬局 淀川区 西三国2-7-5

ピース薬局　西三国店 淀川区 西三国3-2-8

マルゼン薬局　三国駅前店 淀川区 西三国3-3-23　コスモハイツ三国104

キリン薬局 淀川区 西三国4-8-19　三国ビル1Ｆ

ホワイト薬局新大阪店 淀川区 西中島1-9-13　クレアシオン新大阪ビル101号

カンエ薬局 淀川区 西中島4-2-3　西中島ビル302

サンライトあかり薬局　新大阪店 淀川区 西中島6-5-21

まこと薬局 淀川区 西中島4-2-1

かえで薬局 淀川区 西中島6-11-31　レーベネックス1階

上田薬局　新大阪店 淀川区 西中島6-2-3　チサンマンション第7新大阪1階109室

もみじ薬局 淀川区 西中島6-6-2　クルーム新大阪2番館101号室

サンプラザ薬局新大阪 淀川区 木川東3-3-32　サンスクエア新大阪1階

スギ薬局　木川東店 淀川区 木川東4-1-1　ルシェンヌ新大阪1階

アカカベ薬局　木川東店 淀川区 木川東4-11-1　グランカーサ新大阪SOUTH　1F

おざき薬局　淀川店 淀川区 木川東1-11-19　有馬パレス西中島103号

アイ薬局 淀川区 木川東2-1-5　リバーヒルズ新大阪101

キリン薬局 淀川区 木川西2-6-2

きららみらい薬局 淀川区 木川西3-3-19　1階

らいふ薬局　十三店 淀川区 十三東2-12-43

薬局マツモトキヨシ　十三東口駅前店 淀川区 十三東2-8-11

アイン薬局十三駅前店 淀川区 十三東2-9-10　十三駅前医療ビル1階

クローバー薬局 淀川区 十三東2-10-7

やすらぎ薬局　十三店 淀川区 十三東2-7-17

かえで薬局　淀川店 淀川区 十三東3-5-12　ストロング第5新大阪101号室

オレンジ薬局　十三店 淀川区 十三本町1-21-28　平野ビル1階

サン薬局　十三店 淀川区 十三本町2-1-20　エバービューハイツ102号室

ヤマダ薬局 淀川区 十三本町1-11-3

タキヤ十三薬局 淀川区 十三本町1-8-11

ふれあい薬局 淀川区 十三本町2-4-8

アスカアイ薬局 淀川区 新北野3-12-10　マンションSGＩ塚本１Ｆ

スギ薬局　塚本駅前店 淀川区 塚本2-24-7

淀川薬局 淀川区 塚本2-18-1　イチビル1階

オレンジ薬局　塚本店 淀川区 塚本2-18-8　ツインヴィラ塚本Ａ棟1階

春日野薬局　塚本店 淀川区 塚本2-24-20　ティーオーコート塚本

大手前薬局 淀川区 塚本2-24-8　タバタビル1階

アピス薬局　塚本店 淀川区 塚本4-3-25　清光ハイツ1階1号
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さくら薬局 淀川区 十三元今里1-7-21　第2エンシンハイツ102

はな薬局　十三店 淀川区 十三元今里2-13-18　マンションスイーダ1F

キリン堂薬局　加島店 淀川区 加島1-53-32

株式会社ゆうきメディカル　ほのか薬局 淀川区 加島3-中8-16

さくら薬局　大阪加島2丁目店 淀川区 加島2-4-7　1階

もえぎ薬局 淀川区 加島4-2-17　1Ｆ

プラザ薬局　神崎川店 淀川区 三津屋北1-36-6-1F

マルゼン薬局 淀川区 三津屋北1-5-22　グランディール三津屋1F

南山堂薬局　新高店 淀川区 新高2-3-2　新高クリニック

といろ薬局　三国店 淀川区 新高3-6-17　三国駅前クリニックモール2階

アカカベ薬局　新高店 淀川区 新高1-10-5

にいたか薬局 淀川区 新高5-4-31

オーティ薬局 淀川区 新高6-7-12

ツバサ薬局　十三店 淀川区 新高1-11-6

アイアイ薬局 淀川区 新高6-12-10

ホーム薬局　十三店 淀川区 野中北2-6-14

さくら薬局　大阪野中北店 淀川区 野中北2-6-13

オレンジ薬局 淀川区 野中北2-6-15

すこやか薬局 淀川区 三津屋中1-4-31

さくら薬局　大阪小松店 淀川区 小松1-9-6

関西薬局 東淀川区 井高野2-5-8　井高野中央ビル1階

あかり薬局　井高野店 東淀川区 井高野3-3-67

クローバー薬局 東淀川区 北江口3-7-9

たんぽぽ薬局　井高野店 東淀川区 北江口4-18-3　ひまわり荘1階

みほ薬局 東淀川区 北江口4-3-27　インペリアル江口Ｃ棟1階

北浦薬局 東淀川区 南江口2-7-12-108

江口堂薬局 東淀川区 南江口3-1-60

さくら薬局　大阪上新庄駅前店 東淀川区 小松1-12-24

コスモスミルフィー薬局　小松店 東淀川区 小松1-10-30　1階

アカカベ薬局　上新庄店 東淀川区 小松1-7-15　アラ・ロマーナTamatani1階

上新庄うえひら薬局 東淀川区 小松3-6-20

フリージア調剤薬局 東淀川区 瑞光1-4-2

安田薬局　瑞光本店 東淀川区 瑞光1-11-21

スマイル薬局 東淀川区 瑞光1-11-3

あけぼの薬局　上新庄店 東淀川区 瑞光1-12-12　シセイビル105

チェリー薬局 東淀川区 瑞光1-7-18　ブロッサム瑞光ビル1階

梅ヶ枝薬局 東淀川区 瑞光2-10-21

あかり薬局 東淀川区 瑞光4-1-18　サンピア21　1階

江口橋コスモ薬局 東淀川区 瑞光4-12-27　アゼリアマンション1F

きらら薬局 東淀川区 瑞光4-7-14　1階

のぞみ薬局　上新庄店 東淀川区 上新庄1-2-9　Wellife上新庄1階

阪神調剤薬局　阪急上新庄店 東淀川区 上新庄2-24-23　上新庄阪急ビル3階

日生薬局　上新庄店 東淀川区 上新庄1-6-3　ソフィアコート163　1階

オーケー薬局 東淀川区 上新庄2-16-6　アーバンライフ21・1階

ヤスダ薬局　阪急プラザ店 東淀川区 上新庄2-24　上新庄阪急プラザ1階

アイ薬局 東淀川区 相川1-8-14　1F

西薬局　相川店 東淀川区 相川2-6-10
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オリーブ薬局 東淀川区 相川2-17-4

サンライトあかり薬局　上新庄店 東淀川区 大桐2-7-16

みのり薬局 東淀川区 大道南3-14-6

大信薬局　東淀川店 東淀川区 豊里4-5-21

阪神調剤薬局　豊里店 東淀川区 豊里5-22-19

ひむか薬局　豊里店 東淀川区 豊里7-19-25

北淀薬局 東淀川区 豊里6-1-9

サエラ薬局 東淀川区 豊里7-19-7　第12高光マンション102

東淀川ハートフル薬局 東淀川区 豊新1-21-29　1階

イオン薬局東淀川店 東淀川区 豊新2-12-3　イオンスタイル東淀川1階

オレンジ薬局　豊新店 東淀川区 豊新1-1-1　豊新ガーデンハイツ1階101号

ラブリー薬局 東淀川区 豊新5-3-2

淀川保健薬局 東淀川区 豊新3-22-15

森本薬局 東淀川区 豊新4-26-7

クローバー薬局 東淀川区 豊新5-16-16　1階

かるがも薬局　上新庄店 東淀川区 豊新5-18-11

北淀薬局 東淀川区 豊新5-19-18

生島薬局 東淀川区 下新庄4-8-17

すみれ薬局 東淀川区 下新庄5-11-12

アカカベ薬局　東淀川菅原店 東淀川区 菅原4-2-22

濱口薬局 東淀川区 菅原3-8-6-101

サニー薬局　菅原店 東淀川区 菅原6-18-10　1階

ひまわり薬局 東淀川区 菅原6-2-20

ティーケイ薬局 東淀川区 菅原7-10-4　淡路パンション1階

ウエルシア薬局　東淀川東淡路店 東淀川区 東淡路1-7-17

ゆうきゅう薬局 東淀川区 東淡路2-16-6-1F

アビック薬局　淡路駅前店 東淀川区 東淡路4-30-2　イーズメディテラスⅡ1階A号室

（有）コタニ薬局 東淀川区 東淡路4-33-5　イーストP-1

ニューロン薬局　東淡路店 東淀川区 東淡路5-18-14

調剤薬局マツモトキヨシ　淡路駅前店 東淀川区 東淀川区東淡路4-17-17 1階

アビック薬局　淡路店 東淀川区 東淡路4-28-14　イーズメディテラス1Ｆ

キリン堂薬局　淀川キリスト教病院店 東淀川区 柴島1-7-50　1、2階

東淀川薬局　柴島店 東淀川区 柴島2-12-1

西薬局　柴島店 東淀川区 柴島2-12-2

そうごう薬局　西淡路店 東淀川区 西淡路2-15-1　Ⅱメゾン林103

ショーエイ堂薬局 東淀川区 西淡路4-25-69　ハイツ上新第3西淡路1階

日生薬局 東淀川区 西淡路1-18-19

あおぞら薬局　淡路店 東淀川区 西淡路5-11-14　1Ｆ

アイリード薬局　淡路店 東淀川区 淡路2-16-6

アワジ薬局 東淀川区 淡路4-20-35

すばる調剤薬局　淡路店 東淀川区 淡路5-1-5　ウェリントンⅡ1Ｆ

崇禅寺はな薬局 東淀川区 東中島2-26-10　ユウアイビル1階

そうごう薬局　崇禅寺店 東淀川区 東中島5-16-13

キリン堂薬局　崇禅寺店 東淀川区 東中島5-16-13　1階

上田薬局 東淀川区 東中島2-20-10

ヤマト薬局 東淀川区 東中島5-18-21-101

サークル薬局　阪急淡路駅前店 東淀川区 東淡路4-17-19　ルミエール1F
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スマイル薬局 東成区 深江北1-3-20　1階

イルカ薬局　深江橋店 東成区 深江北2-2-33-1階

シグマ薬品（株）　シグマ薬局 東成区 深江南1-6-13

さくら薬局　大阪深江南店 東成区 深江南2-12-28

オレンジ薬局　深江店 東成区 神路3-9-2  1階

あおば薬局 東成区 神路1-4-24　ラ・リビエール1階

大阪ハートフル薬局 東成区 神路1-5-20　FLAT34深江橋1Ｆ

あやめ薬局 東成区 東今里2-12-22

スギ薬局　東今里店 東成区 東今里2-7-28

幸生堂薬局 東成区 東今里3-22-33

今里コスモス薬局 東成区 大今里3-1-6-1F 

そうごう薬局　今里くすのき店 東成区 大今里1-26-4

天正堂薬局 東成区 大今里1-31-21

のぞみ薬局　今里店 東成区 大今里1-34-14

中尾天牛堂薬局 東成区 大今里2-34-18

ふれあい薬局 東成区 大今里3-14-23

マキノ薬局 東成区 大今里3-3-3

あそか薬局 東成区 大今里南1-1-21

サポート薬局 東成区 大今里南1-1-23　1階

しろくま調剤薬局今里店 東成区 大今里南1-5-11-1  1F

すばる調剤薬局　新深江店 東成区 大今里南5-1-5

かるがも薬局　今里店 東成区 大今里南1-1-19

今里パール薬局 東成区 大今里南1-12-13　かしの木ビル1階

イルカ薬局 東成区 大今里南1-7-12　やすらぎビル1階

アピス薬局　今里店 東成区 大今里南3-13-11　ルネッサンスシティー1階

西野薬局 東成区 大今里南3-7-11　1階

ラビット今里薬局 東成区 大今里南6-16-20

サエラ薬局　今里北店 東成区 大今里西1-17-23-1階

おだいじに薬局今里店 東成区 大今里西1-6-30

調剤薬局マツモトキヨシ　大今里店 東成区 大今里西2-7-3　アロンディール区役所前1階

サエラ薬局　今里店 東成区 大今里西1-26-5　ロハスプラザ今里101

フラワー薬局　緑橋店 東成区 東中本1-15-10

ひとラボ薬局 東成区 東中本2-15-3

ヨシダ薬局 東成区 東中本2-8-7

ライト薬局　緑橋店 東成区 中本1-10-16

スギ薬局　森ノ宮店 東成区 中本2-1-13　大阪スポンジャービル1階

カエデ薬局 東成区 中本2-7-15

サン薬局 東成区 中本3-15-8　店舗1

ひまわり薬局 東成区 中本4-1-10　1階

まちかど薬局　中本店 東成区 中本5-27-28

玉造大日薬局 東成区 玉津1-11-22　1階

コアラ薬局 東成区 玉津3-6-2

サンライトげんき薬局　玉造店 東成区 東小橋1-8-23　玉造パークハイツ1Ｆ

東小橋薬局 東成区 東小橋1-8-9

鶴橋アップル薬局 東成区 東小橋3-14-31　鶴橋ライフビル1階

オレンジ薬局　鶴橋店 東成区 東小橋3-17-1

玉造アップル薬局 東成区 東小橋1-5-4
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大手前薬局 東成区 東小橋1-9-19　JR玉造駅NKビル1階

コスモ薬局 東成区 東小橋3-18-1

松井薬局 東成区 東小橋3-19-26

にじいろ薬局　森ノ宮店 東成区 中道1-5-23　ラパンジール森ノ宮1階

テラ調剤薬局 東成区 中道2-1-25

どんぐり薬局　玉造店 東成区 中道3-16-15　ソレアード玉造1階

有限会社森ノ宮薬局 東成区 中道1-4-2-103

ダルマ薬局 東成区 中道2-25-16

エムケー薬局 東成区 中道4-14-25　ステラートコート玉造1階

ドリーム薬局 東成区 中道4-1-8　スカイビルⅡ1階

わかば薬局 生野区 新今里2-7-4　サニーPart2　1F

阪神調剤薬局　今里店 生野区 新今里3-23-10　カトルセゾンⅡ　1階

サン薬局　近鉄今里店 生野区 新今里4-3-3

マリアpharmacy薬局 生野区 新今里6-5-5-201

クオール薬局　新今里店 生野区 新今里1-18-25

菜の花薬局 生野区 新今里4-13-19

エイコー薬局 生野区 新今里7-4-3

ツル薬局 生野区 小路2-26-4

大友薬局 生野区 小路3-14-5

はるみ薬局 生野区 小路東2-1-24

ひなた調剤薬局 生野区 小路東2-6-16-1階

オーブ薬局 生野区 小路東5-7-5　1F

ひかり薬局 生野区 小路東1-8-21

オレンジ薬局　小路店 生野区 小路東3-2-13

ファーコス薬局　いくの 生野区 小路東4-2-4

北巽MY薬局 生野区 巽北2-16-2　1F

つばさ薬局 生野区 巽北3-20-11

ウエルシア薬局　生野巽北店 生野区 巽北4-2-10

よつば薬局　今里店 生野区 中川1-1-14　１階

アカカベ薬局　中川店 生野区 中川3-1-11

オノダ薬局 生野区 中川4-19-22

れもん薬局 生野区 中川6-9-14

オリーブ薬局　田島店 生野区 田島1-16-1

アールド薬局 生野区 田島5-2-21

ひまわり薬局　田島店 生野区 田島5-5-31　1階

調剤薬局ツルハドラッグ生野田島店 生野区 田島5-8-32

（有）延寿堂薬局 生野区 田島4-1-3

たしまゆめ薬局 生野区 田島4-5-22

キリン堂薬局　生野巽中店 生野区 巽中1-12-20

オレンジ薬局　生野巽店 生野区 巽中1-19-35  1階

サポート薬局 生野区 巽中1-23-6　1階

阪神調剤薬局　生野店 生野区 巽中2-22-18

さくら薬局　大阪巽中店 生野区 巽中2-25-4　1F

スヤマ保健薬局 生野区 巽中1-25-12　ナティーノース1階

すみれ薬局 生野区 巽中4-11-6　フルラーレ1F

セガミ薬局　南巽店 生野区 巽中4-19-10　H＆Ｅビル1階

阪神調剤薬局　巽店 生野区 巽東1-5-27-101
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ロコ薬局 生野区 巽南3-15-12

あゆみ薬局 生野区 巽南3-16-2　1F

ココナラ薬局 生野区 巽南3-4-22

ウエルシア薬局　生野巽南店 生野区 巽南5-7-6

大阪巽さくら薬局 生野区 巽南3-7-9

ヒカリ薬局 生野区 巽南5-5-23

萬寿薬局 生野区 勝山南4-16-6

ファーマライズ薬局　勝山店 生野区 勝山南4-5-6

アップル薬局 生野区 勝山南2-8-13

𠮷村薬局 生野区 勝山南4-14-17

ナチュラル薬局　舎利寺 生野区 舎利寺2-14-5　1F

オレンジ薬局　寺田町店 生野区 林寺1-3-12

吉村薬局 生野区 林寺2-5-1

アステ薬局 生野区 林寺4-4-12

キリン堂薬局　生野林寺店 生野区 林寺5-11-13

かるがも薬局 生野区 生野西2-3-8

ことぶき漢方薬局 生野区 生野西2-5-12

コダマ薬局 生野区 生野西3-13-19

北岡薬局 生野区 生野東2-2-27

アップル薬局 生野区 生野東2-5-4

しろくま調剤薬局桃谷店 生野区 鶴橋2-18-10　エイティエイトビル1階

永和薬局 生野区 鶴橋2-16-8　永和薬品ビル1階

島岡薬局 生野区 中川西1-9-1

谷川薬局 生野区 中川西2-3-17

回生薬局 生野区 勝山北1-2-1

ふじ薬局 生野区 勝山北1-8-12

アシスト薬局 生野区 勝山北1-9-6　エスピー勝山北101

スギ薬局　桃谷店 生野区 桃谷1-11-30

ハローつばさ薬局 生野区 桃谷2-21-24　桃谷ビル1階

カナリヤ薬局　鶴橋店 生野区 桃谷2-6-24　丸尾ハイツ1階

マルゼン薬局 生野区 桃谷2-9-13

帝大薬局 生野区 桃谷3-8-21

カナリヤ薬局 生野区 桃谷4-19-11

ファミリー薬局　桃谷店 生野区 桃谷5-4-23　日天ビル101

なでしこ薬局 生野区 小路東2-23-3　1階

つばさ薬局 旭区 大宮2-17-14　アイリス千林大宮1階

キリン堂薬局　千林大宮店 旭区 大宮4-9-35　HMビルディング1階

ファルコ薬局　森小路店 旭区 大宮1-11-12

さくらんぼ薬局 旭区 大宮1-13-8

プラス薬局 旭区 大宮1-1-5-1階

マルコ薬局 旭区 大宮2-17-24-1階

マツモト薬局 旭区 大宮4-5-28

そうごう薬局　旭大宮店 旭区 大宮5-4-23

スギ薬局　旭中宮店 旭区 中宮1-10-15　AMK中宮モール

吉田薬局 旭区 中宮3-7-29

よつば薬局 旭区 中宮5-3-26-1階

おおきに薬局　生江店 旭区 生江1-2-15
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スギ薬局　生江店 旭区 生江1-3-2

横田薬局 旭区 生江1-9-17

ひなた薬局 旭区 生江2-8-3

クローバー薬局 旭区 赤川2-17-2　岸本ビル102

スワ薬局 旭区 赤川3-1-11

スワ薬局　赤川店 旭区 赤川4-1-39　あさひビル1階

入江薬局 旭区 今市1-5-19  1F

あけぼの薬局　千林店 旭区 千林2-1-20

そうごう薬局　千林店 旭区 千林2-13-4

ミック薬局　京阪千林店 旭区 千林2-18-3

アップルプラス薬局 旭区 森小路2-10-2　ソリッド21 1階

きららみらい薬局 旭区 清水1-19-19

有限会社京阪薬局 旭区 清水3-1-9

クオール薬局　清水店 旭区 清水3-27-17

朝陽パール薬局 旭区 清水3-3-33　公平ビル103

コスモファーマシー薬局 旭区 清水3-7-22　村瀬マンション1階

森小路健民薬局 旭区 新森3-3-31

オーティ薬局 旭区 新森2-3-8

オーケー薬局　新森店 旭区 新森2-4-9

サンプラザ薬局森小路 旭区 新森4-13-23-1F

オレンジ薬局　新森古市店 旭区 新森4-2-30　村田ビル1Ｆ

新わかば薬局　新森店 旭区 新森5-15-28

小出保健堂薬局 旭区 新森5-2-25

フォーユー薬局 旭区 新森7-15-16

大阪千林さくら薬局 旭区 新森7-15-2　福子ハイツ101

サエラ薬局　新森店 旭区 新森7-9-9　サン・ファミリー101

メディケア関目薬局 旭区 高殿6-3-15　ハイツアドニス1階

阪神調剤薬局　関目店 旭区 高殿6-4-24

ココカラファイン薬局　関目高殿店 旭区 高殿4-22-26

たかどの薬局 旭区 高殿7-8-3

フロンティア薬局　北古市店 城東区 古市1-20-14

はなまる薬局 城東区 古市3-23-23

スギ薬局　城東古市店 城東区 古市3-7-21

フロンティア薬局　古市店 城東区 古市1-20-2

さな薬局 城東区 今福東1-12-3　TYビル102

そうごう薬局　今福つるみ店 城東区 今福東1-13-8

調剤薬局ツルハドラッグ今福鶴見店 城東区 今福東1-14-11　1階

そうごう薬局　今福店 城東区 今福東3-5-6　メディカルモール今福1階

ヘルシー２１スミヨシ薬局 城東区 今福東1-7-5

オレンジ薬局 城東区 今福東3-10-18

くるみ薬局 城東区 今福3-7-28　富士谷BLD1Ｆ

キリン堂薬局　城東今福西店 城東区 今福西1-1-28　1階

スギ薬局　蒲生店 城東区 今福西1-9-1

パイン薬局　今福店 城東区 今福西2-16-10

ヘルシー２１スミヨシ薬局 城東区 今福西1-3-3橋本ビル1階

シンポ薬局 城東区 今福西1-9-2

アップルプラス薬局 城東区 今福西2-6-6　グランピア今福104
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モリタ薬局 城東区 今福西3-8-26-101

ひまわり薬局　今福店 城東区 今福西4-6-22　今福西ハートビル1階

調剤薬局ツルハドラッグ蒲生四丁目駅前店 城東区 中央1-13-18

セイコー薬局 城東区 中央1-2-23　京橋ハイツビルディング1階

なないろ薬局　蒲生店 城東区 中央1-9-33　泉秀園城東ビル２階

順心堂城東薬局 城東区 中央2-12-14　柏木ビル2階

鈴木薬局 城東区 中央3-1-13

中央薬局 城東区 中央1-8-20

ななつ星薬局 城東区 野江1-1-10

たけのこ薬局　野江店 城東区 野江3-27-29　1F

グリーン調剤薬局 城東区 野江4-10-25

野江薬局 城東区 野江4-14-3

サポート薬局 城東区 成育4-20-19　ビッグランドファイブ102号室

クオール薬局　野江駅前店 城東区 成育2-11-2　フローラルステージ成育1階

はなまる薬局　野江店 城東区 成育2-13-27　クリニックステーション野江1-A

スギ薬局　関目店 城東区 成育2-14-8

つばさ薬局 城東区 成育4-19-16　リーデンス関目1F

りんご薬局 城東区 成育4-29-7　エミネンスＮＹ1階

クオール薬局　関目高殿店 城東区 成育5-23-9　関目タウンビル1F

ダルマ薬局 城東区 関目1-14-15

関目薬局 城東区 関目2-12-31

てるてる薬局 城東区 関目3-12-1-1階

パイン薬局 城東区 関目5-16-19-105

パイン薬局　関目高殿店 城東区 関目5-6-6　関目高殿WILLビル1階

みどり薬局　関目店 城東区 関目6-15-18

わかば薬局 城東区 関目1-18-12

グリーンファーマシー薬膳薬局 城東区 関目5-6-11　ローレンス宗ハイツ1階

たけのこ薬局　関目店 城東区 関目6-7-2-102

アカカベ薬局　放出西店 城東区 放出西2-20-21

フタバ薬局　放出店 城東区 放出西3-1-4

サンライトなかよし薬局　鴫野店 城東区 鴫野東1-3-8　ハイツ丹洋1階

薬局マツモトキヨシ　鴫野駅前店 城東区 鴫野東3-1-21

りずむ薬局鴫野店 城東区 鴫野東3-5-30

鴫野ファーマシィ薬局 城東区 鴫野東1-13-5

ななみ薬局 城東区 鴫野東2-12-16

シギノ駅前薬局 城東区 鴫野東2-24-22

清水薬局 城東区 鴫野東3-18-23

のぞみ薬局　鴫野店 城東区 鴫野西4-1-33　1階2号

はなまる薬局　鴫野駅前店 城東区 鴫野西5-1-24　JR鴫野駅NKビル2-1

アカカベ薬局　鴫野駅前店 城東区 鴫野西5-15-7

さくら薬局　大阪鴫野西店 城東区 鴫野西4-10-14　ショッピングフロアーステップ1階

みどり薬局　城東店 城東区 鴫野西4-1-24

あおぞら薬局 城東区 鴫野西5-13-1

スカイ薬局 城東区 鴫野西5-22-10

ミワ薬局 城東区 鴫野西5-2-33

アピス薬局　蒲生店 城東区 新喜多2-6-22　第2アヴィタシオンARAGANE

ライラ薬局 城東区 蒲生2-8-8
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さわやか薬局 城東区 蒲生3-15-11　セザンヌ藤1Ｆ

サポート薬局 城東区 諏訪4-16-28　1階

パルス薬局 城東区 諏訪1-18-5

アソシア調剤薬局 城東区 諏訪1-3-31

サエラ薬局　深江橋店 城東区 諏訪2-5-14

アップルプラス薬局 城東区 諏訪4-10-10

サポート薬局 城東区 永田3-2-6　2階

しろくま調剤薬局深江橋店 城東区 永田4-7-15-1F

永田４９７６薬局 城東区 永田4-10-9　 シャルマン藤田Ⅱ1階Ａ室

コトブキ薬局 城東区 東中浜1-2-21

阪神調剤薬局　緑橋東店 城東区 東中浜2-8-28

カイセイ薬局 城東区 東中浜1-3-7

アイ薬局　緑橋店 城東区 東中浜3-3-5

こころ薬局　緑橋店 城東区 東中浜3-4-2　1Ｆ

スギ薬局　城東東中浜店 城東区 東中浜5-7-7

きららみらい薬局 城東区 東中浜3-3-17

ミント薬局 城東区 中浜2-18-7　1階

セイユー薬局　緑橋店 城東区 中浜3-24-7　M&Cビル1階

三共薬局 城東区 森之宮2-1-30　サンコーポ森ノ宮1F

阪神調剤薬局　森之宮店 城東区 森之宮2-4-4

ハザマ薬局 城東区 森之宮1-5-105

ウエルシア薬局　鶴見茨田大宮店 鶴見区 茨田大宮4-18-3

つるみ薬局 鶴見区 茨田大宮4-19-8

徳庵調剤薬局 鶴見区 徳庵1-1-58

ウエルシア薬局　鶴見浜店 鶴見区 浜2-2-66

浜ティエヌ薬局 鶴見区 浜3-3-17

アカカベ薬局　鶴見緑地店 鶴見区 浜5-1-42　夢風船浜5ビル1階

スギ薬局　鶴見焼野店 鶴見区 焼野2-南1-22

東洋薬局 鶴見区 今津中1-6-10　シャトー幸福1F

大一薬局　今津店 鶴見区 今津中3-6-27　シャトー三愛105

りーふ薬局 鶴見区 今津中3-7-12

アップルプラス薬局 鶴見区 今津南2-5-35

薬局マツモトキヨシ　放出店 鶴見区 今津南1-8-5

日本調剤　はなてん薬局 鶴見区 放出東2-21-16

あすか薬局 鶴見区 放出東2-10-21

ラビット薬局 鶴見区 放出東2-4-1

大手前薬局 鶴見区 放出東3-21-50　JR放出駅NKビル102

アップルプラス薬局 鶴見区 放出東3-32-13

マックファーマシー薬局 鶴見区 放出東3-32-7

大一薬局 鶴見区 放出東3-33-26

せいほ薬局 鶴見区 諸口2-14-13　メゾンド・プレセアンス1F

とわ薬局　諸口店 鶴見区 諸口2-4-13

キリン堂薬局　鶴見諸口店 鶴見区 諸口3-1-5

（株）タキガワやよい薬局 鶴見区 諸口1-6-19

ひとみ薬局　鶴見緑地店 鶴見区 諸口3-1-21

近畿調剤鶴見諸口薬局 鶴見区 諸口3-4-43

かるがも薬局　諸口店 鶴見区 諸口3-4-48
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とわ薬局　浜店 鶴見区 諸口5-浜6-18

バンビ薬局 鶴見区 横堤1-11-126　１階

ステラ薬局 鶴見区 横堤1-12-16　1階

かるがも薬局　鶴見店 鶴見区 横堤2-23-5　一徳ビル1F

メイプル薬局　横堤店 鶴見区 横堤3-11-14　レジェンドール鶴見緑地1階

サニー薬局 鶴見区 横堤3-6-7

今福鶴見ハートフル薬局 鶴見区 鶴見3-5-12　1階

鶴見ファーマライズ薬局 鶴見区 鶴見4-1-2-102

サエラ薬局　鶴見店 鶴見区 鶴見3-13-35　グリーンビューつるみ

スギ薬局　今福鶴見店 鶴見区 鶴見3-6-16

レインボー薬局 鶴見区 鶴見3-6-18

オーエス薬局 鶴見区 鶴見4-11-64

キリン薬局 鶴見区 鶴見4-16-46

イオン薬局鶴見緑地店 鶴見区 鶴見4-17-1

ふじ薬局 鶴見区 鶴見5-5-16　メゾンシュールプラージュ1階

とわ薬局　緑店 鶴見区 緑1-10-6

ウエルシア薬局　鶴見緑店 鶴見区 緑4-2-61

三友薬局 鶴見区 緑1-8-12

ヒノデ薬局 阿倍野区 天王寺町北2-31-9　1階

はるかぜ薬局 阿倍野区 天王寺町北2-9-8

スギ薬局　林寺店 阿倍野区 天王寺町北3-11-4

ドレミ薬局 阿倍野区 天王寺町北3-1-4

あい薬局 阿倍野区 天王寺町北3-4-1

駅前薬局 阿倍野区 美章園2-28-8

ゆかり薬局　美章園店 阿倍野区 美章園3-3-4

調剤薬局セントバーナード 阿倍野区 文の里2-11-25　メディカルプラザアベノ1階

パステルファーマシー　昭和町店 阿倍野区 昭和町3-10-24

スギ薬局　昭和町北店 阿倍野区 昭和町1-9-24　富士ホームビル昭和町1階

阪和薬局 阿倍野区 昭和町1-17-29-1F

クローバー薬局 阿倍野区 昭和町1-19-22　昭和町ハイツ1階

かるがも薬局　昭和町店 阿倍野区 昭和町1-21-22

かるがも薬局　文の里店 阿倍野区 昭和町1-3-28

みとう薬局 阿倍野区 昭和町2-6-24-101

オリーブ薬局 阿倍野区 昭和町5-12-17

トモキ駅前薬局 阿倍野区 西田辺町1-17-1

ドクトル薬局 阿倍野区 西田辺町2-8-2　メディカルステイツあべの1F

トモキ長池薬局 阿倍野区 西田辺町2-9-7  1階

スギ薬局　西田辺店 阿倍野区 西田辺町2-11-16

保健薬局 阿倍野区 西田辺町2-2-17

すこやか薬局 阿倍野区 阪南町1-50-9

ココカラファイン薬局　昭和町店 阿倍野区 阪南町2-6-1

しらかば薬局 阿倍野区 阪南町5-23-15　西田辺林ビルディング１階

トモキ薬局 阿倍野区 阪南町5-25-23

スギ薬局　在宅調剤センター西田辺店 阿倍野区 阪南町7-9-10　あべの阪南町ビル3階

あけぼの薬局　昭和町店 阿倍野区 阪南町1-46-28

スギ薬局　昭和町駅前店 阿倍野区 阪南町2-1-1　和光ビル1階

すみれ薬局 阿倍野区 阪南町2-5-13
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薬局ブルーム 阿倍野区 阪南町3-10-3　グレースコートシーダーバレーⅡ1Ｂ

阿倍野さくら薬局 阿倍野区 阪南町3-38-13

キンキ薬局 阿倍野区 阪南町4-1-19

みとう薬局　阪南店 阿倍野区 阪南町5-21-1

みとう薬局　西田辺店 阿倍野区 阪南町5-24-22　ツインハイツ栄和1階

スピカ薬局　西田辺店 阿倍野区 播磨町1-23-8　ケイ・クリスタル101号室

はるかぜ薬局　播磨町店 阿倍野区 播磨町1-20-15

全快堂薬局 阿倍野区 王子町3-1-22

かるがも薬局 阿倍野区 王子町3-12-7

王子薬局 阿倍野区 王子町4-3-28

ドレミ薬局 阿倍野区 阿倍野元町2-11

上町薬局 阿倍野区 阿倍野元町3-20

株式会社K-ファームス　キヨシ薬局 阿倍野区 阿倍野元町6-1

みとう薬局　北畠店 阿倍野区 北畠1-10-6　川邊ビル1階

阿倍野カイセイ薬局 阿倍野区 帝塚山1-23-14

調剤薬局ツルハドラッグ大阪市大病院前店 阿倍野区 旭町1-1-17　サンビル阿倍野1F

阪神調剤薬局　あべの店 阿倍野区 旭町1-2-7　あべのメディックス1F

クオール薬局　天王寺店 阿倍野区 旭町1-1-10　竹澤ビル1階

オレンジ薬局　阿倍野店 阿倍野区 旭町1-1-15　ＫＫアドバンスビル1F

あべの薬局 阿倍野区 旭町1-1-27　三洋ビル1Ｆ

センター薬局 阿倍野区 旭町1-2-7　あべのメディックス110号

日本調剤　あべの薬局 阿倍野区 旭町1-2-7-103

みかん在宅調剤薬局 阿倍野区 阿倍野筋3-10-1　あべのベルタB1 31

そうごう薬局　あべのベルタ店 阿倍野区 阿倍野筋3-10-1-100　阿倍野スポーツセンター西側1階

おだいじに薬局　あべの店 阿倍野区 阿倍野筋3-12-2-100号

新世薬局　阿倍野店 阿倍野区 阿倍野筋5-3-24

オレンジ薬局　アポロ店 阿倍野区 阿倍野筋1-5-31　きんえいアポロビル1階

薬局マツモトキヨシ　あべのキューズタウン店 阿倍野区 阿倍野筋1-6-1　ヴィアあべのウォーク101区画

コクミン薬局　あべのキューズタウン店 阿倍野区 阿倍野筋1-6-1-103

セガミ薬局　あべのベルタ店 阿倍野区 阿倍野筋3-10-1-100　あべのベルタ地下2階

そうごう薬局　阿倍野店 阿倍野区 阿倍野筋3-7-15　タカヨシビル1Ｆ

ファミリー薬局 阿倍野区 阿倍野筋5-11-2

天王寺薬局 阿倍野区 松崎町2-1-34

コトブキ薬局　あべの店 阿倍野区 松崎町4-10-6　1階

コクミン薬局　大阪鉄道病院前店 阿倍野区 松崎町1-2-30

あがら薬局 阿倍野区 松崎町1-2-8　都シティ大阪天王寺地下1階

アベノみとう薬局 阿倍野区 松崎町2-1-44-106

ときわ薬局 阿倍野区 松崎町2-8-13

ヒロセ薬局 阿倍野区 松崎町2-9-25　あべの壱番館内

らいふ薬局　あべの店 阿倍野区 松崎町4-5-37

アイン薬局　あべのハルカス店 阿倍野区 阿倍野筋1-1-43　あべのハルカス17階

プラザ薬局　帝塚山店 住之江区 粉浜1-1-32　帝塚山クリニックモール2階

さくら薬局　大阪粉浜店 住之江区 粉浜1-23-3

もみのき薬局 住之江区 粉浜1-5-34　清和ビル1階

コハマ薬局 住之江区 粉浜2-11-12

こはま駅前薬局 住之江区 粉浜2-1-36

らいふ薬局　粉浜店 住之江区 粉浜2-3-20
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海南堂薬局 住之江区 粉浜2-9-5

ウェーブ薬局　住之江店 住之江区 浜口東2-9-11　ロイヤルハイツまつい4　1F

ジャパンファーマシー薬局住之江店 住之江区 浜口東3-5-19　サウザンドビル1階

ハザマ薬局 住之江区 安立1-6-18

ツルヤ薬局 住之江区 安立3-1-17

コスモ薬局 住之江区 住之江1-4-40

クリーム薬局 住之江区 住之江2-6-9 　れいわビル1F

データ・ボックス薬局 住之江区 住之江1-4-24

さくら薬局　大阪住之江店 住之江区 住之江2-6-11

ココカラファイン薬局　南海住ノ江店 住之江区 西住之江1-1-31　ショップ南海1階

さくら薬局　大阪浜口西店 住之江区 浜口西3-5-27　グランジートアン1階

ウエルシア薬局　住之江浜口西店 住之江区 浜口西3-8-18

コクミン薬局　玉出駅前店 住之江区 粉浜西1-4-3　エバーグリーン住吉1階

スギ薬局　粉浜西店 住之江区 粉浜西3-1-12　近商ストア住吉店2階

コクミン薬局　西粉浜店 住之江区 粉浜西1-12-35

24薬局 住之江区 北加賀屋5-6-24レインボー21  A棟　1階

関西薬局 住之江区 北加賀屋2-11-8　北加賀屋千島ビル1階

コスモファーマ薬局　北加賀屋店 住之江区 北加賀屋2-12-6　トアノビル1階

スギ薬局　東加賀屋店 住之江区 東加賀屋1-1-23

サクラ薬局 住之江区 東加賀屋2-12-17

東加賀屋日本薬局 住之江区 東加賀屋4-5-22

ウエルシア薬局　住之江東加賀屋店 住之江区 東加賀屋4-6-19

御崎日本薬局 住之江区 御崎1-6-20

住之江日本薬局 住之江区 御崎5-14-11　クレセントマンション102

みなと薬局 住之江区 御崎5-2-4

北島薬局 住之江区 北島1-2-1　大和川コーポ103

クオール薬局　住之江北島店 住之江区 北島3-4-18

さくら薬局　大阪南加賀屋店 住之江区 南加賀屋3-2-19

かがや薬局 住之江区 西加賀屋2-5-28　プランドール住之江Ⅱ1階

西加賀屋日本薬局 住之江区 西加賀屋1-1-53

ハリマ薬局 住之江区 西加賀屋3-18-6

ひまわり薬局 住之江区 中加賀屋1-14-22　メゾンパシフィック1Ｆ

中央日本薬局 住之江区 中加賀屋3-2-1　とくやビル1F

サクラ薬局 住之江区 中加賀屋2-1-23

ファミリー薬局 住之江区 中加賀屋2-2-3

住之江星和薬局 住之江区 中加賀屋3-10-18

日本薬局 住之江区 中加賀屋3-10-18　ドリーム中加賀屋1階

（株）尾崎薬局 住之江区 中加賀屋3-3-15

こうよう薬局 住之江区 中加賀屋3-6-13

いろどり薬局　北加賀屋店 住之江区 緑木1-1-37　松下マンション1F

ウエルシア薬局　住之江新北島店 住之江区 新北島3-6-16

オスカー薬局 住之江区 新北島1-2-1　オスカードリーム5階

おぐら薬局　新北島店 住之江区 新北島1-8-20

青葉堂薬局　住之江店 住之江区 新北島3-2-26

エール薬局 住之江区 新北島3-8-21　アネックス六兵衛三番館102号

あけぼの薬局　住之江店 住之江区 新北島7-1-48

南港前薬局 住之江区 南港東1-6-6-106
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コクミン薬局　ポートタウンモール店 住之江区 南港中2-1-109

コクミン薬局　ポートタウン東店 住之江区 南港中2-1-109　ポートタウンショッピングセンター内

順心堂南港薬局 住之江区 南港中2-1-99

宮薬局 住之江区 南港中2-2-42-104

はやし薬局 住之江区 南港中4-2-12棟101

宮薬局 住之江区 南港中5-5-75

フォーユー薬局　南港店 住之江区 南港北1-26-16

くるーず薬局 住吉区 長居西1-14-27　ひな菊マンション1F

かりん薬局　長居店 住吉区 長居西2-11-18　Well　Kamtyビル1階

スギ薬局　長居店 住吉区 長居2-10-31　 ㈱山弘ビル1階

さくら薬局　長居店 住吉区 長居2-12-2

万代薬局 住吉区 長居2-4-3

コーナン薬局 住吉区 長居3-2-18

はな薬局　長居店 住吉区 長居2-12-15

アピス薬局　長居店 住吉区 長居2-13-7　Varius長居公園1階

西みとう薬局 住吉区 長居3-12-9-105

米田薬局 住吉区 長居3-45-3

みとう薬局　センター店 住吉区 長居4-11-3　長居岡本マンション103

いろどり薬局 住吉区 長居東4-11-25　タケ&ハルビル第1　7階

みんなの薬局　長居東店 住吉区 長居東4-21-9　 六島ビル1階　

オレンジ薬局　長居店 住吉区 長居東4-4-15

キリン堂薬局　長居駅前店 住吉区 長居東4-7-8　岡安ビル1階

つかさ薬局 住吉区 長居東3-13-22

和光堂薬局 住吉区 長居東4-10-17　ふぁみーゆ長居105

美戸薬局 住吉区 長居東4-12-23

みとう薬局 住吉区 長居東4-6-8

調剤薬局ツルハドラッグ住吉苅田店 住吉区 苅田2-14-12

うさぎ薬局あびこ店 住吉区 苅田3-17-18-101

あびこ商店街薬局 住吉区 苅田5-13-23　第1樹林マンション101

スギ薬局　住吉苅田店 住吉区 苅田5-13-5

青葉堂薬局 住吉区 苅田7-11-10　平元ハイツ1階

スギ薬局　あびこ店 住吉区 苅田7-12-32　あびこ駅前ビル1階

ドクトル薬局 住吉区 苅田1-1-14

ラッコのおくすり家さん薬局 住吉区 苅田3-6-3　パールヒルズニシオ南1号室

くるみ薬局 住吉区 苅田3-9-3

SUNバード薬局 住吉区 苅田5-15-13　Sビル1階

苅田薬局 住吉区 苅田5-16-3　ハイムエンジェル1F

アルカ我孫子駅前薬局 住吉区 苅田5-19-19　山本ビル1階

ドクトル薬局 住吉区 苅田8-6-4

志宝薬局　あびこ店 住吉区 我孫子東2-10-6

オレンジ薬局　あびこ店 住吉区 我孫子東2-1-21

さくら薬局　大阪我孫子東店 住吉区 我孫子東2-4-26　アビコサンク1階

あびこ薬局 住吉区 我孫子東2-4-27　ロイヤルハイツあびこ105号

はなまる薬局　あびこ駅前店 住吉区 我孫子東2-7-38　マサキタビル1階

がる薬局　あびこ店 住吉区 我孫子東2-7-6-102　フレシュール我孫子

サンドラッグあびこ観音薬局 住吉区 我孫子東2-8-27

リオーネ薬局　あびこ店 住吉区 我孫子東2-8-27　コーポあびこ102号室
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スギ薬局　あびこ駅前店 住吉区 我孫子東3-1-1　泰清ビル1階

スギ薬局　あびこ東店 住吉区 我孫子東1-9-6

順心堂あびこ薬局 住吉区 我孫子東3-1-1

ななみ薬局　あびこ店 住吉区 我孫子東3-1-3　サウスin101

成友薬局 住吉区 我孫子東3-3-4

ウエルシア薬局　住吉我孫子店 住吉区 我孫子3-6-6

古今堂薬局 住吉区 我孫子1-7-7

みとう薬局　あびこ店 住吉区 我孫子2-6-19　アビテⅠ1階

乾薬局 住吉区 我孫子3-11-25　新アビコビル1階

あびこ辻中薬局 住吉区 我孫子3-4-2

有限会社　全快堂薬局 住吉区 我孫子3-6-20

辻中薬局 住吉区 我孫子西2-11-19　安友マンション1号室

いずほ薬局 住吉区 我孫子西2-2-26

コンドウ薬局 住吉区 山之内1-24-21-103

フラワー薬局　山之内店 住吉区 山之内1-24-7

サンすみよし薬局 住吉区 山之内2-8-31-105

住吉薬局 住吉区 山之内3-2-4　ファスタシオン101

沢の町薬局 住吉区 沢之町1-1-17

なつめ薬局 住吉区 沢之町1-3-15

あかつき薬局 住吉区 遠里小野1-12-11

いずほ薬局 住吉区 遠里小野1-2-17

あかつき薬局　あびこ道店 住吉区 遠里小野5-13-10

シルク薬局 住吉区 清水丘1-4-17

コクミン薬局　あびこ道駅前店 住吉区 清水丘2-29-11

やすらぎ薬局 住吉区 清水丘2-15-22

あかつき薬局　清水丘店 住吉区 清水丘2-24-20

竹内薬局　清水丘店 住吉区 清水丘3-14-72-1階

ウエルシア薬局　住吉南住吉店 住吉区 南住吉1-19-20

バイアル調剤薬局 住吉区 南住吉1-4-7　メディカルセンター長居1階

くるーず薬局　南住吉店 住吉区 南住吉2-14-8

スギ薬局　南住吉店 住吉区 南住吉3-13-1

竹内薬局　南住吉店 住吉区 南住吉3-4-26  1階

みどり薬局　住吉店 住吉区 南住吉3-4-27

調剤薬局ツルハドラッグ大阪南住吉店 住吉区 南住吉4-8-16

のぞみ薬局　千躰店 住吉区 南住吉1-23-17

さとみ薬局 住吉区 南住吉2-1-11

らいふ薬局　住吉店 住吉区 南住吉2-23-12　ルミエール住吉1階

竹内薬局　住吉店 住吉区 南住吉3-3-2

アルファ辻中薬局 住吉区 南住吉4-5-15

住吉ヘルシー薬局 住吉区 東粉浜2-20-1

どんぐり薬局　住吉店 住吉区 東粉浜3-11-6

コクミン薬局　東粉浜店 住吉区 東粉浜3-22-9　西尾ビル1階

どんぐり薬局　東粉浜店 住吉区 東粉浜3-28-25　ドリームコート住吉大社104

南海住吉薬局 住吉区 東粉浜3-31-21

住吉星和薬局 住吉区 東粉浜3-12-13

のぞみ薬局　粉浜店 住吉区 東粉浜3-23-20

くるーず薬局　帝塚山店 住吉区 帝塚山西1-1-23  1階
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白鳥薬局 住吉区 帝塚山中3-5-11

すばる薬局 住吉区 帝塚山東3-8-20　帝塚山OZビル1階

さくら薬局　大阪万代店 住吉区 万代3-12-5　1階

そうごう薬局　万代店 住吉区 万代3-3-38

くるーず薬局　万代店 住吉区 万代5-14-1　スペースサプライ201　1F

ミツワ薬局　府立病院前店 住吉区 万代4-1-11

コクミン薬局　大阪府立病院前店 住吉区 万代4-1-7

ラブリー薬局 住吉区 万代6-1-6

関西薬局 住吉区 万代6-18-3

日本調剤　万代東薬局 住吉区 万代東2-4-15

うさぎ薬局 住吉区 万代東2-2-25

コクミン薬局　万代店 住吉区 万代東2-4-15

オレンジ薬局　府立店 住吉区 万代東2-4-18

杭全ファーマライズ薬局 東住吉区 杭全7-9-18

スマット薬局 東住吉区 杭全5-8-21

杭全みなみ薬局 東住吉区 今川1-4-10　サンライフ今川101号

ヒノデ薬局 東住吉区 今川7-13-29　1F

モリモト薬局 東住吉区 今川1-7-17

サエラ薬局　今川店 東住吉区 今川3-12-12-1Ｆ

さん薬局 東住吉区 針中野3-10-12　1階

針中野コスモス薬局 東住吉区 針中野4-12-27

みんなの薬局 東住吉区 中野4-12-16　アマナ1階

和光薬局 東住吉区 中野4-5-18

ドクトル薬局 東住吉区 湯里5-3-9

ドレミ薬局　針中野店 東住吉区 湯里1-13-2

ヤヨイ薬局 東住吉区 湯里1-14-6

アルプス薬局 東住吉区 湯里6-13-18

スギ薬局　鷹合店 東住吉区 鷹合1-13-6

あすか薬局　針中野店 東住吉区 鷹合2-1-14　イーストサイド駒川1階

L.H.Wファーマシー東住吉店 東住吉区 鷹合3-16-30

進行堂薬局　鷹合店 東住吉区 鷹合2-12-11

グリーン薬局 東住吉区 鷹合2-17-6

あさひ薬局　針中野店 東住吉区 鷹合2-3-29

カイセイ薬局 東住吉区 鷹合3-1-25

ハロードラッグ矢田駅前薬局 東住吉区 照ヶ丘矢田3-4-33

進行堂北薬局 東住吉区 照ケ丘矢田1-8-21

進行堂東薬局 東住吉区 照ケ丘矢田3-4-3

進行堂薬局 東住吉区 照ケ丘矢田3-6-1

クスリのアオキ住道矢田薬局 東住吉区 住道矢田1-22-3

スギ薬局　長居公園通店 東住吉区 矢田1-16-12

進行堂西薬局 東住吉区 矢田1-19-22

アイリス薬局 東住吉区 矢田2-12-1

十全薬局　矢田店 東住吉区 矢田2-9-14　アセンドプラザビル1階102室

ふれあい薬局 東住吉区 矢田5-2-20

かしのき薬局　田辺駅前店 東住吉区 田辺1-6-7　ヴィラージュ東住吉1F

やわらぎ薬局 東住吉区 田辺2-11-39-101

ひまわり薬局 東住吉区 田辺3-23-9　清和ビル1階
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ひかり薬局　東田辺店 東住吉区 東田辺2-1-2　フローラル東田辺1Ｆ

はな薬局　東田辺店 東住吉区 東田辺2-27-14　1Ｆ

パステルファーマシー　駒川店 東住吉区 東田辺3-22-17

天美薬局　東田辺店 東住吉区 東田辺3-6-17

はな薬局　南田辺店 東住吉区 南田辺1-5-30

タナベ薬局 東住吉区 南田辺2-4-17

ニシキ薬局 東住吉区 山坂5-4-21

オーケー薬局 東住吉区 山坂5-16-1　山坂マンション1階

アカカベ薬局　桑津店 東住吉区 桑津5-16-1

さくら薬局　大阪桑津店 東住吉区 桑津2-8-21

アサヒ薬局 東住吉区 桑津5-16-3

美章園保健薬局 東住吉区 桑津5-2-16

そうごう薬局　今川店 東住吉区 西今川2-14-12　サンライフ

ドクトル薬局　今川店 東住吉区 西今川3-25-2

SK薬局 東住吉区 西今川4-23-20

カメイ調剤薬局　北田辺駅前店 東住吉区 駒川1-6-18　メゾンセドーレ1F

ゆめ薬局 東住吉区 駒川3-27-29

コスモス薬局　駒川店 東住吉区 駒川5-17-10

ドレミ薬局　東田辺店 東住吉区 駒川5-2-12

茉莉花漢方薬局 東住吉区 駒川2-2-31　ヴェルドール駒川公園1Ｆ

ドレミ薬局　駒川中野店 東住吉区 駒川3-30-5

大丸薬局 東住吉区 駒川4-9-18

はな薬局　北田辺店 東住吉区 北田辺4-11-24

青葉堂薬局 東住吉区 北田辺4-22-6田辺ビル1階

まつだ薬局 東住吉区 北田辺4-23-17

あゆみ薬局　田辺店 東住吉区 北田辺6-16-2　1Ｆ

アイビー薬局 東住吉区 北田辺6-2-24

スギ薬局　加美北店 平野区 加美北8-22-51

スギ薬局　平野加美調剤店 平野区 加美東1-13-40

アイン薬局　平野加美店 平野区 加美東1-13-43-101

加美薬局 平野区 加美東2-3-41

ウエルシア薬局　平野加美東店 平野区 加美東6-2-2

たけは薬局 平野区 加美東1-9-18-1F

のぞみ薬局　加美店 平野区 加美東4-11-15

ミキ薬局 平野区 加美東4-14-18

アルカ加美南薬局 平野区 加美南1-2-27　加美グリーンテラス1階

スギ薬局　加美中店 平野区 加美鞍作1-10-37

サポート薬局 平野区 加美鞍作3-10-19

サンセール薬局 平野区 加美鞍作1-1-41

関口薬局 平野区 加美正覚寺2-10-26

アクア薬局 平野区 長吉出戸4-1-1 1F

中山薬局 平野区 長吉出戸1-11-78

ラベンダー薬局 平野区 長吉出戸1-7-5

さくら薬局　大阪長吉出戸店 平野区 長吉出戸2-4-14

オレンジ薬局　長吉出戸店 平野区 長吉出戸5-3-69　センチュリーハイツ出戸102号

スギ薬局　長吉店 平野区 長吉六反3-1-6　1階

ひまわり薬局　長吉六反店 平野区 長吉六反4-6-13
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のぞみ薬局　長吉店 平野区 長吉六反2-6-33

スミレ薬局 平野区 長吉六反3-4-21

タイヘイ薬局　長原店 平野区 長吉長原東3-2-20

青葉堂薬局 平野区 長吉長原東1-7-16-105

さくら薬局　大阪長原東店 平野区 長吉長原東3-2-5-103

アサヒ薬局 平野区 長吉長原東3-5-3

ヒラノ薬局 平野区 長吉川辺1-1-8

ひまわり薬局 平野区 長吉川辺3-2-40　1階

イオン薬局長吉店 平野区 長吉長原西1-1-10　イオン長吉店１階

ことり薬局 平野区 長吉長原西3-3-14

ウエルシア薬局　平野長吉長原店 平野区 長吉長原西3-4-15

スギ薬局　出戸店 平野区 長吉長原西1-3-26

あかつき薬局 平野区 長吉長原2-2-67

スマイル薬局 平野区 長吉長原1-1-48

大和薬局 平野区 長吉長原1-4-9

アスカ薬局 平野区 長吉長原3-1-27

ヒラノ薬局 平野区 長吉長原4-1-3

チェリー薬局　喜連東店 平野区 喜連東1-8-50

イルカ薬局　平野喜連店 平野区 喜連東2-11-21

日本調剤　喜連東薬局 平野区 喜連東3-5-53

スカイ薬局 平野区 喜連東5-16-22

チェリー薬局　平野店 平野区 喜連東2-1-48

プラザ薬局　平野瓜破店 平野区 瓜破東2-10-15

ラビット平野薬局 平野区 瓜破東1-5-1

プラス薬局 平野区 瓜破東1-1-2　シャルマンコーポ南平野1階

ココカラファイン薬局　喜連瓜破駅前店 平野区 瓜破2-1-4

マルイシ薬局　瓜破店 平野区 瓜破1-3-15

スギ薬局　瓜破店 平野区 瓜破1-6-11

イオン薬局喜連瓜破駅前店 平野区 瓜破2-1-13

ハローあゆ夢薬局 平野区 瓜破2-1-16　ワイレア１階

くるみ薬局　喜連瓜破店 平野区 瓜破2-1-17　ヴィズビル100号

青葉堂薬局 平野区 瓜破2-1-6　メゾンアコーレ1F

瓜破あさひ薬局 平野区 瓜破2-3-2-102

フタバ薬局　うりわり店 平野区 瓜破西1-8-48　北不動産ビル1階

イルカ薬局 平野区 瓜破西1-8-84

さくら薬局　大阪瓜破西店 平野区 瓜破西2-7-49-108

ウエルシア薬局　平野瓜破西店 平野区 瓜破西2-8-10

キリン堂薬局　喜連西店 平野区 喜連西4-5-16

スギ薬局　喜連西店 平野区 喜連西2-11-37

アジア薬局 平野区 喜連西3-13-26

セレブ薬局 平野区 喜連西4-7-33　インペリアルカーサ1階

喜連薬局 平野区 喜連2-7-31　アーバンルネッサンスⅡ101号

きぼう薬局平野店 平野区 喜連4-8-68

スギ薬局　喜連店 平野区 喜連7-9-21

カスタニ薬局 平野区 喜連5-8-32

なないろ薬局 平野区 平野南1-11-6

サポート薬局 平野区 平野南3-4-5　ピノシャトレ1階
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コスモ薬局 平野区 平野南1-8-30

みかさ薬局 平野区 流町1-1-1

フレンド薬局 平野区 流町1-1-6

流町薬局 平野区 流町4-11-5　インペリアルシャトー103

ローズ薬局 平野区 流町4-15-15　ロイヤルハイツ平野1ｰC

ドクトル薬局 平野区 平野西1-7-26

スギ薬局　平野西店 平野区 平野西6-2-22

イヌイ薬局 平野区 平野西3-9-15　1階

あんしん薬局 平野区 平野西4-7-28　1Ｆ

米田薬局　平野店 平野区 背戸口2-12-31

おひさま薬局平野店 平野区 背戸口3-9-6フェリーチェヴィータ1F

いまにし薬局 平野区 背戸口4-11-26　マンションふじ1階

ハッピー薬局　緑風会病院前店 平野区 背戸口1-22-10

さくら薬局　大阪背戸口店 平野区 背戸口3-9-30

笑顔薬局 平野区 背戸口5-3-3　コーポひらのCITY　1Ｆ

青葉堂薬局 平野区 背戸口5-6-27

あおぞら薬局　平野店 平野区 背戸口5-6-29　小谷ビル2階b

法円坂薬局　平野店 平野区 背戸口5-6-12　カサ・エルドラード壱番館101号室

リリー薬局 平野区 西脇3-5-2

ウエルシア薬局　平野駅前店 平野区 平野北1-9-18

なごみ薬局 平野区 平野北1-9-8

平野北エミ薬局 平野区 平野北2-14-6　大倉平野医療ビル1Ｆ

青葉堂薬局 平野区 平野東1-1-26　1階

平野共栄薬局 平野区 平野東1-8-5

ふくろう薬局 平野区 平野東1-2-14

フラワー薬局　コスモ店 平野区 平野本町1-14-12

ドレミ薬局　平野店 平野区 平野本町2-10-22

近畿調剤平野本町薬局 平野区 平野本町1-5-2

青葉堂薬局 平野区 平野宮町1-5-5-181　メガロコープ5号館1階

宮町ハート薬局 平野区 平野宮町2-9-14

サエラ薬局　平野駅前店 平野区 平野元町10-38　ヘスティア102号

十全薬局 平野区 平野元町10-23-103

ひかり薬局　平野駅前店 平野区 平野元町10-33

くるみ薬局 平野区 平野元町2-3　1階

よつば薬局　あべの店 西成区 山王1-9-7　1F

ファミリー薬局　山王店 西成区 山王2-13-19　1階

グレス薬局 西成区 山王1-8-3　ドゥ・スプランドゥール1F

マルキ薬局 西成区 山王3-19-17

ファミリー太子薬局 西成区 太子1-14-7

平和薬局 西成区 太子2-3-10

萩之茶屋薬局 西成区 萩之茶屋2-5-6　萩茶ビル101

あんどう薬局 西成区 萩之茶屋2-10-5

三和薬局 西成区 萩之茶屋2-3-3

シルバー薬局 西成区 萩之茶屋3-8-15

マーブル薬局 西成区 天下茶屋東2-11-6　レオンコート天下茶屋101号

サンエイ薬局 西成区 天下茶屋東2-15-13

健勝堂薬局 西成区 天下茶屋東2-16-3
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大浜薬局 西成区 天神ノ森1-12-3

天下茶屋薬局 西成区 天下茶屋1-17-7

みつき調剤薬局 西成区 天下茶屋3-18-24

さつき薬局　天下茶屋店 西成区 天下茶屋3-19-20

真心堂薬局 西成区 天下茶屋3-28-5

ミナミ薬局 西成区 天下茶屋2-5-18

コトブキ薬局 西成区 天下茶屋3-11-7

はなぞの薬局 西成区 花園南2-6-14

かるがも薬局　天下茶屋店 西成区 花園南2-7-13　1F

三和薬局　天下茶屋店 西成区 花園南2-7-2　1階

カニタ薬局 西成区 花園北2-8-7

中央薬局 西成区 長橋1-2-8

ナイス薬局 西成区 長橋2-6-31

絆薬局 西成区 長橋3-6-41

つるみ橋MY薬局 西成区 鶴見橋1-17-16

アカカベ薬局　鶴見橋店 西成区 鶴見橋1-6-11

ハヤシ薬局 西成区 鶴見橋3-9-21

楠本薬局 西成区 鶴見橋1-17-19

さくら薬局　大阪花園町駅前店 西成区 鶴見橋1-5-14

共創未来　鶴見橋薬局 西成区 鶴見橋1-6-10

さくら薬局　大阪鶴見橋店 西成区 鶴見橋1-6-16　1Ｆ

浅川薬局 西成区 鶴見橋3-2-26

なごみ薬局 西成区 旭1-5-4 1階

正田薬局 西成区 梅南1-4-32

ファーマシィ薬局　花園町 西成区 梅南1-2-1　近大ビル1階

元気薬局 西成区 梅南2-5-13　ほほえみハウス弐番館1階

ファミリー松薬局 西成区 梅南1-1-6

さつき薬局 西成区 梅南1-2-14　シャトー杉本1階

こつま薬局 西成区 松2-1-9

調剤薬局マツモトキヨシ　西成店 西成区 松3-1-5

ココカラファイン薬局　カナート天下茶屋店 西成区 岸里1-1-95　カナートモール天下茶屋2階

米田薬局 西成区 岸里1-1-4

泉薬局　岸里店 西成区 岸里2-3-33-1

セイムス岸里玉出薬局 西成区 岸里東2-15-14　岸里東パークホームズ1階

クスリのイトウ薬局 西成区 岸里東2-13-13　ハイムアサダ1階

コットン調剤薬局 西成区 岸里東2-3-22

はぎの薬局 西成区 玉出中2-1-28

ひまわり薬局 西成区 玉出中2-15-21

マルヤ薬局 西成区 玉出中1-5-29

藤井薬局 西成区 玉出中2-1-23

たまでまち薬局 西成区 玉出西1-8-9　品一ビル102

スギ薬局　玉出店 西成区 玉出西2-4-28　コヨットビル1F

なみはや薬局玉出店 西成区 玉出西2-4-8　ルミナス玉出1階

玉出西フジイ薬局 西成区 玉出西1-6-4

アンデス薬局 西成区 玉出西2-6-6　ヒラヤマビル1F

キリン堂薬局　岸里駅前店 西成区 潮路1-10-13

若葉薬局 西成区 潮路1-1-21
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※他の都道府県・政令市・中核市に所在する指定医療機関については当該自治体が指定・公示しています。

ファミリー薬局　岸里店 西成区 潮路1-7-11

福住薬局 西成区 潮路2-1-33

まもる薬局 西成区 潮路2-4-27

ほほえみ薬局 西成区 潮路2-4-36

リヨン薬局 西成区 千本北2-31-3

スギ薬局　岸里店 西成区 千本中1-1-1　エムズ岸里ビル1階

L.H.Wファーマシー岸里店 西成区 千本南1-2-3　1階

まるた薬局 西成区 千本南1-1-13

ウィル薬局 西成区 南津守4-1-104

関西薬局 西成区 南津守7-5-7

ミヤケ薬局　南津守店 西成区 南津守4-3-14　ポアール21　1階
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