【 市川・八幡・中山・大野地区 】
薬 局 名

電話番号

住

所

ダイエー市川店薬局

047-325-8772

市川1-4-10

インフォ・ドラッグ 市川店

047-325-7130

市川1-9-7

レモン薬局市川店

047-322-4446

市川1-12-23

大門薬局

047-323-2601

市川1-16-15

さくら薬局 市川店

047-321-2422

市川2-28-15

サラダ薬局 国府台支店

047-374-8050

市川4-7-5-103

ファーマシー・カネコ

047-322-2420

市川1-6-14

西川永生堂

047-322-1493

市川南1-2-5

らいふけあ薬局

047-314-8912

市川南1-8-6

みなみ薬局

047-303-3208

市川南1-10-1-201

たんぽぽ薬局

047-339-7303

大野町2-107-1 アネックス美去第3-1号室

市川大野薬局

047-320-7622

大野町3-1594-5

ライオン薬局

047-377-5779

大洲4-12-25

金子薬局

047-334-3496

鬼越1-24-5

あいケア薬局 鬼高店

047-379-2021

鬼高1-7-6

はまだ薬局

047-334-0831

鬼高2-9-10

ほほえみ薬局

047-337-8853

柏井町1-2205

金子調剤薬局

047-334-4841

北方1-8-15

鬼越薬局

047-332-2278

北方1-9-13

河野薬局

047-332-7372

北方2-8-13

国府台ロイヤル薬局

047-375-7770

国府台2-8-23

ＡＢＣ薬局 国府台店

047-373-4441

国府台3-1-27

キリン堂薬局 国府台店

047-375-6015

国府台3-1-28

アイン薬局 国府台店

047-703-7856

国府台3-1-29

国府台調剤薬局

047-711-5811

国府台3-1-29

プラザ薬局 国府台

047-373-5551

国府台3-1-30

薬剤師会 市川薬局

047-373-1020

国府台5-1-8

すずらん薬局

047-318-5311

下貝塚3-355-1

石田薬局

047-376-4793

新田3-23-15

秀和堂薬局

047-377-6139

新田4-9-17

そうごう薬局 市川店

047-322-7533

菅野4-17-11

さくら薬局 菅野店

047-325-3337

菅野4-17-12

薬局ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 市川菅野店

047-326-8400

菅野5-1-19

共創未来 市川店

047-320-0005

菅野4-17-14

ハヤシ薬局

047-373-0973

曽谷3-42-2

伊倉薬局

047-373-2222

曽谷7-3-16

シントク薬局

047-327-8612

原木2-13-27

ＳＦＣ薬局 平田店

047-393-3739

平田4-3-6

みのり薬局 市川店

047-323-2230

平田1-17-22

みのる薬局 東国分店

047-374-9900

東国分1-29-15

てぼり薬局

047-334-3171

東菅野3-19-12
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薬 局 名

電話番号

住

北方平成薬局

047-337-3161

北方町4-2411

マリア薬局

047-320-8610

堀之内3-19-30

イシイ薬局

047-373-4172

堀之内3-32-2

市川真間薬局

047-323-7878

真間1-13-7

くるみ薬局

047-325-7100

真間2-12-14

真間川薬局

047-324-4193

真間2-16-12

伊藤薬局

047-372-4079

真間4-5-8

オオノヤ薬局

047-337-5025

南大野1-6-30

アスター薬局 市川店

047-710-8716

南大野2-1-28

薬局ままのて

047-337-8060

南大野2-3-24

市川ハート薬局

047-311-4182

南八幡1-23-10

オリーブ薬局

047-316-0278

南八幡3-3-9

薬局ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 本八幡駅前店

047-378-8626

南八幡4-1-10

ダルマ薬局

047-377-5201

南八幡4-6-6

調剤薬局ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ南八幡店

047-314-2031

南八幡4-7-2

サイコウ薬局 南八幡店

047-329-2375

南八幡4-7-8

アーガスみなみ薬局

047-300-9914

南八幡4-8-14

クオール薬局 本八幡店

047-700-2000

南八幡4-14-4

島薬局

047-370-7600

南八幡5-11-13

スミレ薬局 宮久保店

047-374-8005

宮久保1-15-3

島崎薬局

047-334-0063

八幡1-2-2

本八幡セントラル薬局

047-323-8989

八幡3-3-3 B1F B1-D

薬局タカサ市川本八幡店

047-329-1900

八幡3-4-10 ユーハイツB1

ナガセ薬局

047-322-3458

八幡3-20-2

駅前薬局スミレ２号店

047-711-1745

八幡3-27-20-102号

薬局スミレ

047-333-8503

八幡4-4-8

薬局タカサ 市川若宮店

047-318-0300

若宮3-31-5

所

【 行徳地区 】
薬 局 名

電話番号

住

所

太陽堂調剤薬局 相之川店

047-356-5965

相之川1-8-1

スター薬局

047-307-8233

相之川4-2-14-103

あけぼの薬局 南行徳店

047-307-1189

相之川4-5-8 南行徳メディカルスクエア1階

ドレミ薬局 南行徳店

047-711-0801

相之川4-5-45-105

ファーマシーアオノ薬局

047-356-5346

相之川4-15-1

南行徳薬局

047-356-4193

相之川4-15-2

よつば薬局

047-397-9555

相之川4-18-1

蘭薬局 行徳店

047-399-2541

行徳駅前1-13-4

ヤスイ薬局 本店

047-397-7877

行徳駅前1-13-6

フロンティア薬局行徳店

047-307-7701

行徳駅前1-27-10

コスモ薬局 行徳駅前店

047-356-0311

行徳駅前2-1-11-203

2

薬 局 名

電話番号

住

プラザアオノ薬局

047-357-1925

行徳駅前2-4

太陽堂薬局 駅前２丁目店

047-307-8883

行徳駅前2-12-14

ヤスイ調剤薬局

047-398-4224

行徳駅前2-13-20

行徳薬局

047-358-2902

行徳駅前2-16-5

アオノ薬局 ケアセンター

047-395-4593

行徳駅前2-17-2

恩田薬局

047-358-2287

行徳駅前2-23-1

太陽堂薬局 南店

047-396-8700

行徳駅前2-25-12

くすり三千堂

047-397-3000

行徳駅前4-6-16

けやき薬局 行徳店

047-300-4668

行徳駅前4-23-1

オオシバ薬局

047-397-9778

塩焼2-3-24-103

東行徳太陽堂薬局

047-399-1010

塩焼3-1-1

あいケア薬局 行徳店

047-395-3175

入船14-8

ヘルシーランドヤスイ薬局

047-399-7337

入船12-23

妙典駅前太陽堂薬局

047-398-8080

富浜2-14-4-101

ミヤザキ薬局

047-357-0675

本行徳14-20

まこ薬局

047-316-0776

本行徳5525-4

スクエアアオノ薬局

047-396-4193

南行徳1-6-27-102

薬局タカサ南行徳店

047-398-5501

南行徳1-16-21

アオノ薬局 ふみはま店

047-390-2380

南行徳1-15-21

アサヒ薬局

047-395-2405

南行徳3-4-14

アオノ薬局 みょうでん店

047-307-2726

妙典4-2-12

ファーム薬局

047-307-8677

妙典4-5-25

クオール薬局 妙典店

047-318-6026

妙典4-10-28
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所

