
施設名称 郵便番号 営業所在地 ビル名

植村薬局 573-0031 枚方市岡本町2番1号

タカラ薬局 573-0053 枚方市伊加賀南町5番4号

みどり薬局 573-1105 枚方市南楠葉１丁目14番3号

名村薬局 573-0164 枚方市長尾谷町３丁目15番5号

河村薬局 573-1167 枚方市甲斐田町5番33号

枚方マルゼン薬局 573-1192 枚方市西禁野２丁目46番6号

三宅薬局 573-0146 枚方市大峰元町１丁目10番13号

ヒムロ薬局 573-0115 枚方市氷室台１丁目41番7号

伸光薬局 573-1165 枚方市都丘町5番4号

サンプラザ調剤薬局 573-0032 枚方市岡東町12番1号307

そうごう薬局光善寺店 573-0064 枚方市北中振３丁目24番31号 ＫＹビル１階

田村薬局 573-0102 枚方市長尾家具町１丁目8番55号

三和薬局 573-0064 枚方市北中振３丁目23番2号104

サンプラザ調剤薬局 573-1146 枚方市牧野阪２丁目5番1号 上羽ビル１階

はせ田薬局 573-0013 枚方市星丘４丁目17番10号

辻本薬局 573-1164 枚方市須山町39番35号

サンプラザ調剤薬局 573-1112 枚方市楠葉美咲３丁目22番4号102

菊屋漢方薬局 573-1111 枚方市楠葉朝日２丁目13番3号 ジョイフル楠葉101号

サン藤阪調剤薬局 573-0152 枚方市藤阪中町11番5号 エイ・エヌビル１階

やまもと薬局 573-1146 枚方市牧野阪１丁目17番5号

東牧野薬局 573-1151 枚方市東牧野町30番11号

恒康堂薬局 573-0055 枚方市伊加賀本町1番16号

サンプラザ薬局 573-0127 枚方市津田元町１丁目3番12号 岡本ビル１階

キリン薬局 573-0135 枚方市春日元町１丁目22番1号

牧野ダイイチ薬局 573-1141 枚方市養父西町32番8号103

ハイタッチ中宮薬局 573-0021 枚方市中宮西之町15番20号

枚方グローバル薬局 573-1133 枚方市招提元町２丁目2053番1号

渚ダイイチ薬局 573-1178 枚方市渚西１丁目18番12号

枚方のぞみ薬局 573-0047 枚方市山之上３丁目2番36号

さくら薬局 573-1141 枚方市養父西町24番25号

薬膳薬局 573-0106 枚方市長尾台１丁目1番1号 エクスペリエンス103号

サンプラザ薬局 573-0027 枚方市大垣内町１丁目1番9号

へいせい薬局 573-1196 枚方市中宮本町4番9号

アサヒ薬局 573-1105 枚方市南楠葉１丁目6番8号 プレザントハウスビル104

かれん薬局 573-0047 枚方市山之上４丁目1番2号

ウシオ薬局 573-1133 枚方市招提元町１丁目36番3号

メイプル薬局 573-1142 枚方市牧野下島町1番13号1 マルエス牧野駅前グランドビル3階302

山路薬局 573-0064 枚方市北中振１丁目22番1号

ウェルファルマ薬局 573-0126 枚方市津田西町１丁目29番6号

ドレミ薬局 573-1106 枚方市町楠葉１丁目6番25号 寺山ビル101

ツバサ薬局津田店 573-0126 枚方市津田西町３丁目17番2号101

ホーセイ薬局出口店 573-0065 枚方市出口２丁目14番3号

サンプラザ薬局 573-0125 枚方市津田駅前１丁目13番1号 プレッソ津田駅前106号

常盤漢方薬局 573-1118 枚方市楠葉並木２丁目39番1号

きららみらい薬局 573-1116 枚方市船橋本町２丁目52番

アルファ薬局 573-0064 枚方市北中振３丁目20番36号 秋山ビル103号

レインボー薬局 573-0162 枚方市長尾西町１丁目20番7号

サンプラザ調剤薬局 573-1103 枚方市楠葉野田１丁目13番1号101 サンパティーク樟葉１階

ＯＧＰ薬局津田店 573-0126 枚方市津田西町１丁目10番1号



出口薬局 573-0065 枚方市出口４丁目52番1号

枚方シルク薬局 573-1191 枚方市新町１丁目2番3号 枚方テイクツウビル１階

もみじ薬局 573-1124 枚方市養父東町64番1号

プリン薬局 573-1143 枚方市宇山町2番3号

アピス薬局枚方店 573-1137 枚方市西招提町2233番6号

ドラッグストアアカカベ禁野薬局 573-1192 枚方市西禁野１丁目1番12号

スマイル薬局長尾店 573-0163 枚方市長尾元町２丁目1番12号

エルム薬局 573-0164 枚方市長尾谷町２丁目13番16号

ファミリエ薬局香里ヶ丘店 573-0084 枚方市香里ケ丘１０丁目3732番18号

サンプラザ薬局宮之阪 573-0022 枚方市宮之阪３丁目9番3号 アビリオ宮之阪101号

アイランド薬局くずは店 573-1105 枚方市南楠葉１丁目22番6号

キリン堂薬局東香里店 573-0075 枚方市東香里２丁目27番21号

アカカベ山之上薬局 573-0049 枚方市山之上北町7番15号

アカカベ茄子作薬局 573-0083 枚方市茄子作北町30番5号

なの花薬局枚方店 573-1191 枚方市新町１丁目10番5号

サンプラザ薬局 573-1191 枚方市新町１丁目7番44号 南ビル１階

マックス薬局 573-0105 枚方市長尾東町１丁目31番20号

すずらん薬局 573-0051 枚方市三矢町5番18号 メゾン枚方１階

アイ薬局 573-1133 枚方市招提元町１丁目1560番

くるみ薬局 573-0022 枚方市宮之阪３丁目6番31号102

サンプラザ薬局山田池 573-0001 枚方市田口山２丁目31番11号

あおい薬局くずは店 573-1106 枚方市町楠葉１丁目3番3号 マーブルコート楠葉１０１号

アシスト薬局中宮店 573-1196 枚方市中宮本町7番12号 シャンテ中宮Ⅱ101号

サエラ薬局くずは駅前店 573-1121 枚方市楠葉花園町11番3号102

牧野あおば薬局 573-1142 枚方市牧野下島町15番21号

きららみらい薬局 573-0063 枚方市走谷２丁目31番1号

しろくま薬局 573-0084 枚方市香里ケ丘１２丁目23番9号

アシスト薬局招提店 573-1152 枚方市招提中町２丁目1番3号

メイプル薬局津田店 573-0122 枚方市津田東町３丁目2番27号

バンビ薬局 573-0047 枚方市山之上４丁目5番2号

アピス薬局中宮店 573-0021 枚方市中宮西之町3番1号

オレンジ薬局枚方店 573-1195 枚方市中宮東之町14番14号 ナウロード中宮1階

スマイル薬局磯島店 573-1187 枚方市磯島元町4番8号 101号

みつばち薬局 573-1118 枚方市楠葉並木２丁目19番1号

サンプラザ薬局枚方南口 573-0032 枚方市岡東町18番15号 キューブ枚方駅前1階

サンプラザ薬局天の川 573-0027 枚方市大垣内町２丁目17番10号

長尾宮前薬局 573-0107 枚方市長尾宮前１丁目1番5号102

アシスト薬局山之上店 573-0047 枚方市山之上２丁目8番12号

ひかり薬局 573-0086 枚方市香里園町9番19号 ナーディス１階

ツバサ薬局香里ヶ丘店 573-0084 枚方市香里ケ丘３丁目11番1号 コノバ香里ヶ丘Ｂ棟115

サンプラザ薬局中宮 573-1196 枚方市中宮本町17番8号

ユタカ薬局くずは 573-1122 枚方市西船橋２丁目5番1号

レインボー薬局 573-0073 枚方市高田２丁目14番8号101

マリーンかもめ薬局牧野店 573-1146 枚方市牧野阪２丁目3番11号

ひよこ薬局 573-1162 枚方市田口３丁目1番2号 コイデビル2階

アピス薬局枚方市駅店 573-0032 枚方市岡東町14番43号 田口ビル１階

きららみらい薬局 573-0052 枚方市枚方元町7番16号 ハヤロク公園ビル１階

うめ薬局星ヶ丘店 573-0013 枚方市星丘２丁目37番12号

メイプル薬局枚方店 573-0032 枚方市岡東町14番48号 やまぐちビル2階

ＩＭＣまきの薬局 573-1135 枚方市招提平野町5番22号



すずらん薬局くずは店 573-1111 枚方市楠葉朝日３丁目6番25号

船橋薬局 573-1115 枚方市東船橋１丁目85番1号

アカカベ香里薬局 573-0074 枚方市東香里南町3番12号

アカカベ薬局星丘店 573-0013 枚方市星丘３丁目6番35号

そうごう薬局香里ヶ丘店 573-0084 枚方市香里ケ丘６丁目8番

すずらん薬局むらの店 573-0016 枚方市村野本町7番25号

ファルコ薬局枚方店 573-1197 枚方市禁野本町２丁目15番3号

ユタカ薬局西招提 573-1137 枚方市西招提町1250番1

だいいち薬局 573-0048 枚方市山之上西町32番14号

きららみらい薬局 573-1183 枚方市渚南町26番28号 ユニライフ御殿山103号室

ファルコはやぶさ薬局香里ケ丘店 573-0084 枚方市香里ケ丘２丁目1番6号 トップワールド香里ケ丘2階

ココ薬局 573-0031 枚方市岡本町10番33号102

中川薬局枚方店 573-1197 枚方市禁野本町２丁目7番25号 ルチルⅠ１０１

みかん薬局 573-0162 枚方市長尾西町２丁目10番22号

きららみらい薬局 573-0086 枚方市香里園町9番25号 メディカルモール香里園101号室

ツバサ薬局星ヶ丘店 573-0013 枚方市星丘３丁目1番48号

アイン薬局枚方長尾店 573-0104 枚方市長尾播磨谷１丁目3873番1

アイン薬局藤阪店 573-0154 枚方市王仁公園2番56号

安寿薬局 573-0117 枚方市杉３丁目15番1号

アカカベ長尾元町薬局 573-0163 枚方市長尾元町１丁目21番45号

アカカベ薬局甲斐田東町店 573-1168 枚方市甲斐田東町9番2号

シンポ薬局 573-1197 枚方市禁野本町１丁目8番14号

ＯＧＰ薬局枚方店 573-0023 枚方市東田宮１丁目3番11号

サンプラザ薬局くずは駅前 573-1106 枚方市町楠葉１丁目6番6号 くずはサングリーンビル102号

アカカベ薬局枚方公園店 573-0053 枚方市伊加賀南町8番8号

サンライトなかよし薬局東香里店 573-0076 枚方市東香里元町10番3号

キリン堂薬局津田駅前店 573-0125 枚方市津田駅前１丁目28番5号

サエラ薬局牧野店 573-1134 枚方市養父丘２丁目12番24号

おりひめ薬局 573-1144 枚方市牧野本町１丁目10番27号

レインボー薬局 573-0156 枚方市藤阪南町２丁目6番1号

サエラ薬局枚方店 573-1194 枚方市中宮北町1番15号

セイラス薬局 573-1118 枚方市楠葉並木２丁目25番10号

そうごう薬局長尾店 573-0163 枚方市長尾元町２丁目22番1号 TM-Ⅱビル1階

たんぽぽ薬局香里ケ丘店 573-0084 枚方市香里ケ丘５丁目8番3号

パイン薬局御殿山店 573-1183 枚方市渚南町24番31号 なぎさクリニックモール1階

株式会社ナチュラルファーマシーファミリー薬局 573-0064 枚方市北中振１丁目9番12号

ロイヤル薬局 573-1182 枚方市御殿山町10番29号

スギ薬局くずはモール店 573-1121 枚方市楠葉花園町10番85号 KUZUHAMALL南館1階S103号

きららみらい薬局 573-1183 枚方市渚南町26番5号 御殿山みらいメディカルビル102

青葉薬局 573-1191 枚方市新町１丁目7番7号

ツバサ薬局宮之阪店 573-1197 枚方市禁野本町１丁目16番1号 北村ビル101号

クオール薬局光善寺駅前店 573-0064 枚方市北中振１丁目17番19号

クオール薬局藤阪元町店 573-0157 枚方市藤阪元町３丁目35番1号

クオール薬局くずは店 573-1106 枚方市町楠葉１丁目5番1号 婦喜屋ビル1階

クオール薬局枚方広野店 573-0082 枚方市茄子作東町26番15号

スギ薬局枚方市駅前店 573-0032 枚方市岡東町18番23号 枚方近畿ビル1階

らくせい薬局 573-0032 枚方市岡東町12番3号 ひらかたサンプラザ3号館401号

サンライトげんき薬局枚方駅前店 573-0032 枚方市岡東町15番20号

南くずは薬局 573-1105 枚方市南楠葉１丁目1番30号

さくら保健薬局 573-1197 枚方市禁野本町２丁目14番6号 メゾン・ニュアージュ１階



ひらかた市民薬局 573-1197 枚方市禁野本町２丁目15番2号

かいだ薬局 573-0064 枚方市北中振３丁目23番5号 光善寺駅前デパート

ながい薬局東山店 573-1114 枚方市東山１丁目49番32号 木村マンション101号室

フラワー薬局枚方店 573-1191 枚方市新町１丁目9番6号 松浦枚方ビル301号

しらゆり薬局 573-1191 枚方市新町１丁目9番6号 松浦枚方ビル101号

いざき薬局 573-1114 枚方市東山１丁目49番10号

ウエルシア薬局枚方御殿山店 573-1193 枚方市御殿山南町3番 中宮第三団地53-101

パーク薬局 573-0036 枚方市伊加賀北町7番52号 クオーレ枚方公園102

枚方ファミリー薬局 573-1192 枚方市西禁野２丁目2番18号

スマイル薬局御殿山駅前店 573-1182 枚方市御殿山町5番2号 1階

コーナン薬局 573-0057 枚方市堤町5番9号 1階

阪神調剤薬局枚方店 573-1197 枚方市禁野本町１丁目8番16号 禁野ハイツ101号室

阪神調剤薬局京阪枚方店 573-1191 枚方市新町１丁目11番12号


