
令和4年12月31日現在

健康サポート薬局名 所在地 電話番号

北区 大阪みなみ薬局 北区浮田１丁目３番１１号 梅田プレミアムコート１階 06-6485-5661

天六ファーマライズ薬局 北区浮田１丁目３番１６号 ロータリー天神橋１０１号 06-6374-0041

駅前第一ビルカイセイ薬局 北区梅田１丁目２０ 大阪駅前第一ビル２階 06-6341-6232

なの花薬局 グランドビル店 北区角田町８番４７号 グランドビル２３階 06-6311-7100

さくら薬局 大阪扇町通店 北区神山町１番７号 06-6364-3322

なの花薬局 中津店 北区芝田２丁目９番１２号 06-6373-2390

ユアーズ薬局 北区天神橋５丁目５番３２号 06-6354-2339

マルゼン薬局 北区天神橋６丁目７番１４号 06-6351-2989

祥漢堂梅田北薬局 北区中崎１丁目１番１号 06-6131-1701

サエラ薬局 梅田東店 北区中崎１丁目２番２５号 アクシオ梅田東１階 06-6361-7001

フタツカ薬局 中津駅前 北区豊崎５丁目７番２２号清水ビル１階 06-6373-2201

都島区 そうごう薬局 都島店 都島区善源寺町２丁目２番２２号 ２Ｆ 06-6924-6781

マルゼン薬局 京橋店 都島区東野田町５丁目６番８号 06-6224-3674

マルゼン薬局 都島区都島本通３丁目２６番２２号 06-6925-8120

福島区 大阪鷺洲さくら薬局 福島区鷺洲４丁目３番２３号  福島スカイハイツ１０６号 06-6440-4180

此花区 さくら薬局 大阪酉島店 此花区酉島２丁目１番１１号 １階 06-6464-3900

中央区 府薬会営中央薬局 中央区和泉町１丁目３番８号 大阪府薬剤師会館西館１階、２階 06-6947-5491

ハローファイン薬局 サウス店 中央区松屋町３番２２号 メゾンセイル１Ａ 06-6765-0860

西区 そうごう薬局 九条店 西区九条１丁目１４番２５号 １Ｆ 06-6585-2461

さくら薬局 大阪南堀江店 西区南堀江４丁目４番２０号 アーデンタワー南堀江１０２号 06-6533-3377

港区 なぎさ薬局 港区磯路３丁目３番２５号１Ｆ 06-4395-7600

ココカラファイン薬局 弁天町店 港区弁天１丁目３番３号 クロスシティ弁天町３階 06-6572-5351

大正区 セガミ薬局 大正店 大正区三軒家東５丁目５番２１号 06-6556-0512

すみれ薬局 大正区千島１丁目１８番８号 １Ｆ 06-6556-3808

阪神調剤薬局 ちしまメディカルパーク店 大正区千島２丁目４番４－Ｃ１号 06-6551-1311

そうごう薬局 大正店 大正区三軒家東４丁目５番１２号 06-6556-3501



天王寺区 上六薬局 天王寺区石ケ辻町６番１３号 ライオンズマンション１０４ 06-6775-1711

阪神調剤薬局 桃谷店 天王寺区烏ヶ辻１丁目１番１４号 06-6774-8625

阪神調剤薬局 鶴橋店 天王寺区筆ケ崎町４番１２号 06-6776-7857

浪速区 セガミ薬局 愛染橋店 浪速区日本橋５丁目１１番１４号 06-6636-2586

セガミ薬局 日本橋店 浪速区日本橋東３丁目８番１３号 06-6631-7425

西淀川区 すずらん薬局 西淀川区大和田５丁目４番２１号 １Ｆ 06-6476-0121

つくし薬局 西淀川区柏里３丁目１番４１号 06-6471-9005

サエラ薬局 すみれ店 西淀川区佃３丁目２番２６号 06-6476-5539

ゆうせい薬局 西淀川区出来島１丁目１３番２号 １階 06-6472-0708

あおぞら薬局 西淀川区野里３丁目６番８号 06-6477-8080

さくら薬局 西淀川区花川１丁目１７番１３号 横川ビル１階 06-4808-5040

そよかぜ薬局 西淀川区姫島２丁目１０番２５号 １Ｆ 06-6475-4670

淀川区 さくら薬局 大阪加島２丁目店 淀川区加島２丁目４番７号 １階 06-4805-6211

もえぎ薬局 淀川区加島４丁目２番１７号 １Ｆ 06-6886-4770

アイン薬局 十三駅前店 淀川区十三東２丁目９番１０号 十三駅前医療ビル１階 06-4862-6931

南山堂薬局 新高店 淀川区新高２丁目３番２号 新高クリニックセンタービル１Ｆ 06-6397-8500

あおぞら薬局三国店 淀川区西三国１丁目３番２９号 １Ｆ 06-6394-3630

はつらつ館薬局 淀川区西三国１丁目７番３８号 06-6399-4544

マルゼン薬局 西三国店 淀川区西三国２丁目２番２４号 レジデンス大和２、１階 06-6392-8747

そうごう薬局 淀川区西三国２丁目７番５号 06-6398-6601

マルゼン薬局 三国駅前店 淀川区西三国３丁目３番２３号 コスモハイツ三国１０４ 06-4807-3907

そうごう薬局 西宮原店 淀川区西宮原３丁目３番９８号 １階 06-6151-9171

セガミ薬局  阪急三国店 淀川区三国本町３丁目３７番３５号 ヴュール阪急三国２階 06-4807-2331

マルゼン薬局 淀川区三津屋北１丁目５番２２号 グランディール三津屋１階 06-6838-7374

日本調剤 新大阪薬局
淀川区宮原１丁目２番７０号 コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステー

ション３階
06-6396-8132

ブリック薬局新大阪店 淀川区宮原１丁目６番１号 新大阪ブリックビル１階 06-6391-4500



東淀川区 あかり薬局 井高野店 東淀川区井高野３丁目３番６７号 06-4862-8818

あかり薬局 東淀川区瑞光４丁目１番１８号サンピア２１ 1階 06-6325-9901

あおぞら薬局淡路店 東淀川区西淡路５丁目１１番１４号 １Ｆ 06-6160-0025

ニューロン薬局東淡路店 東淀川区東淡路５丁目１８番１４号 06-6160-8200

東成区 あおば薬局 東成区神路１丁目４番２４号 ラ・リビエール１階 06-6977-7114

東小橋薬局 東成区東小橋１丁目８番９号 06-6975-0387

生野区 ふじ薬局 生野区勝山北１丁目８番１２号 06-6731-7863

阪神調剤薬局 今里店 生野区新今里３丁目２３番１０号カトルセゾンⅡ１階 06-6756-8720

旭区 さくらんぼ薬局 旭区大宮１丁目１３番８号 06-6953-0709

マルコ薬局 旭区大宮２丁目１７番２４号 １階 06-6958-3667

小出保健堂薬局 旭区新森５丁目２番２５号 06-6951-5302

よつば薬局 旭区中宮５丁目３番２６号 １階 06-6955-4288

ココカラファイン薬局 関目高殿店 旭区高殿４丁目２２番２６号 06-4254-5205

城東区 そうごう薬局 今福つるみ店 城東区今福東１丁目１３番８号 １F 06-6936-0071

みどり薬局 城東店 城東区鴫野西４丁目１番２４号 06-6967-2131

あおぞら薬局 城東区鴫野西５丁目１３番１号 06-4258-3399

清水薬局 城東区鴫野東３丁目１８番２３号 06-6961-2661

ダルマ薬局 城東区関目１丁目１４番１５号 06-6931-2233

鈴木薬局 城東区中央３丁目１番１３号 １階 06-6931-2725

阪神調剤薬局 森之宮店 城東区森之宮２丁目４番４号 06-6964-1200

鶴見区 レインボー薬局 鶴見区鶴見３丁目６番１８号 06-6915-8341

鶴見ファーマライズ薬局 鶴見区鶴見４丁目１番２号 １０２ 06-6180-0230

阿倍野区 アイン薬局 あべのハルカス店 阿倍野区阿倍野筋１丁目１番４３号 あべのハルカス１７階 06-4703-3205

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丁目６番１号 ヴィアあべのウォーク１０１区画 06-6636-1577

そうごう薬局 あべのベルタ店 阿倍野区阿倍野筋３丁目１０番１号 １００阿倍野スポーツセンター西側１階 06-6630-6705

すこやか薬局 阿倍野区阪南町１丁目５０番９号 06-6627-2255



住之江区 関西薬局 住之江区北加賀屋２丁目１１番８号 北加賀屋千島ビル１階 06-6683-0576

ファミリー薬局 住之江区中加賀屋２丁目２番３号 コーポラスクラッセ１階 06-4702-7120

日本薬局 住之江区中加賀屋３丁目１０番１８号 ドリーム中加賀屋１階 06-6686-4998

かがや薬局 住之江区西加賀屋２丁目５番２８号 プランドール住之江Ⅱ１階 06-4702-3101

サクラ薬局 住之江区東加賀屋２丁目１２番１７号 06-4702-3989

住吉区 なつめ薬局 住吉区沢之町１丁目３番１５号 06-6699-9977

さとみ薬局 住吉区南住吉２丁目１番１１号 06-6569-9072

東住吉区 ドレミ薬局 駒川中野店 東住吉区駒川３丁目３０番５号 06-6624-5700

ドレミ薬局 東田辺店 東住吉区駒川５丁目２番１２号 06-6696-1080

進行堂薬局 東住吉区照ケ丘矢田３丁目６番１号 06-6797-1129

ドレミ薬局 針中野店 東住吉区湯里1丁目１３番２号パールハイム針中野１階 06-6700-5939

平野区 サンセール薬局 平野区加美鞍作１丁目１番４１号 06-6791-3260

さくら薬局 大阪背戸口店 平野区背戸口３丁目９番３０号 06-6706-0916

スギ薬局 出戸店 平野区⾧吉⾧原西１丁目３番２６号 06-6760-7101

ドレミ薬局 平野店 平野区平野本町２丁目１０番２２号 06-4303-6100

十全薬局 平野区平野元町１０番２３号 103 06-4303-8101

西成区 ファミリー薬局 岸里店 西成区潮路１丁目７番１１号 Feliz岸里１階 06-6652-6324

天下茶屋薬局 西成区天下茶屋１丁目１７番７号 06-6655-5720

こつま薬局 西成区松２丁目１番９号 06-6656-6007


