アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜関東エリア＞

＜東京都＞
郵便番号

所在地

電話番号

アイン薬局 大手町店

100-0004

東京都千代田区大手町1丁目9-7
大手町フィナンシャルシティサウスタワー1F

03-3510-6318

アイン薬局 八重洲口店

100-0005

東京都千代田区丸の内1丁目8-2
鉃鋼ビルディングB1F

03-6256-0278 9:00～21:00

店舗名

エール薬局 日比谷店

100-0006

東京都千代田区有楽町1丁目7-1
有楽町電気ビル北館507

営業時間
月～金 9:00～19:00
土 9:00～16:00

03-3283-7078 月～金 9:00～19:00
第1、3、5土 10:00～12:00
第2、4土 10:00～13:30

月～金 8:45～18:30
土 8:45～14:00

アイン薬局 三崎店

101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目2

03-3296-1210

エール薬局 九段店

東京都千代田区九段北1丁目9-7
102-0073
東洋Mビル1F

月～金 8:30～17:30
03-3237-7091
土 8:30～12:30

アイン薬局 八丁堀店

104-0032

アイン薬局 月島店

104-0052 東京都中央区月島1丁目13-6

アイン薬局 芝大門店

105-0012

東京都中央区八丁堀3丁目2-5
八丁堀医療ビル1F

東京都港区芝大門1丁目1-33
三洋ビル1F

03-6228-3996

月～水･金 9:30～19:00
土 9:30～13:30

03-6204-9693 月～土 9:00～18:00
03-6452-8952

主な交通手段
JR｢大手町駅｣直結

JR「東京駅」八重洲北口より徒歩３分
(1)JR山手線・京浜東北線｢有楽町駅｣日比谷口より徒歩1
分
(2)東京メトロ日比谷線｢日比谷駅｣A3出口より徒歩1分
(3)東京メトロ千代田線 日比谷駅「A11出口」より、徒歩3分
(4)都営三田線 日比谷駅「B1出口」より、徒歩3分
(5)東京メトロ有楽町線 有楽町駅「D2出口」より、徒歩3分
(6)東京メトロ丸ノ内線 銀座駅「C4出口」より、徒歩5分
(1)JR中央線｢御茶ノ水駅」御茶ノ水橋口より徒歩3分
(2)東京メトロ千代田線｢新御茶ノ水駅｣B1出口より徒歩4分
(3)東京メトロ丸ノ内線｢御茶ノ水駅｣1番出口より徒歩5分
(4)都営新宿線｢小川町駅｣B5出口より徒歩12分
(5)都営新宿線・都営三田線・東京メトロ半蔵門線｢神保町
駅｣A5出口より徒歩10分
(1)東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線｢九段下駅｣7番
出口（東西線のみ）より徒歩4分または5番出口より徒歩7分
(2)JR総武線（中央線各駅停車）｢飯田橋駅｣東口より徒歩7
分
都営浅草線｢宝町駅｣八丁堀方面出口より徒歩3分
東京メトロ月島駅7番出口徒歩3分

月～金 8:00～18:00
土 8:00～13:00

(1)都営三田線｢御成門駅 A3出口｣から徒歩2分
(2)都営大江戸線・都営浅草線｢大門駅 A6出口｣から徒歩5
分

エール薬局 赤坂店

107-0052

東京都港区赤坂2丁目11-15
MY赤坂ビル1F

03-3568-7030

月～金 9:00～19:00
土 9:00～13:00

(1)東京メトロ銀座線・南北線｢溜池山王駅｣11番出口より徒
歩1分
(2)JR山手線・京浜東北線・東海道本線・横須賀線｢新橋駅｣
より「（都01）渋谷駅前行｣都営バス「溜池」下車
(3)JR山手線・埼京線｢渋谷駅｣より「（都01）新橋駅前行｣都
営バス「溜池」下車

アイン薬局 三田店

108-0014

東京都港区芝4丁目5-8
池藤ビル1F

03-6722-0971

月～水・金 9:00～18:30
土 9：00～17:00

（1)都営三田線「三田駅」A9出口より徒歩3分
(2)ＪＲ「田町駅」より徒歩10分

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

(1)JR「上野駅」より徒歩7分
(2)東京メトロ日比谷線･銀座線「上野駅」より徒歩5分
(3)東京メトロ銀座線「稲荷町駅」より徒歩6分
(4)都営大江戸線・つくばエクスプレス「新御徒町駅」より徒
歩6分

東京都台東区東上野3丁目11-2
オルビタールバースビル1F

アイン薬局 上野店

110-0015

アイン薬局 浅草店

111-0032 東京都台東区浅草2丁目29-14

03-5812-5781

03-5827-1237 月～土 9:00～18:00

(1)東武鉄道・都営浅草線・東京メトロ銀座線｢浅草駅｣より徒
歩10分
(2)つくばエクスプレス線｢浅草駅｣より徒歩5分

114-0003 東京都北区豊島3丁目8-4

月・木 9:00～17:00
03-5902-8500 火・水・金 9:00～19:30
土 9:00～12:00

(1)JR京浜東北線｢王子駅｣中央口または東京メトロ南北線｢
王子駅｣2番出口より徒歩10分
(2)JR京浜東北線｢王子駅｣中央口または東京メトロ南北線｢
王子駅｣2番出口より「西新井駅前行」・「豊島五丁目団地
行｣・「江南中学校前（宮城循環）行」・「加賀団地行」都営バ
ス「豊島三丁目」下車

あさひ調剤薬局 西ケ原店

114-0024 東京都北区西ケ原2丁目3-6

月～金 9:00～18:00
03-6903-5793
土 9:00～13:00

(1)東京メトロ南北線 「西ヶ原駅」から徒歩1分
(2)JR京浜東北線 「上中里駅」から徒歩10分
(3)都電荒川線 「飛鳥山駅」から徒歩10分

はなまる薬局 赤羽店

115-0045 東京都北区赤羽2丁目15-10

03-5249-5202

アイン薬局 王子店

アイン薬局 汐入店

月・水・金 9:00～18:45
火・木・土 9:00～17:45

JR赤羽駅 東口より徒歩5分

月～金 9:00～18:00
土 9:00～15:00

(1)JR南千住駅より徒歩13分
(2)京成本線関屋駅より徒歩15分
(3)JR南千住駅東口より「西口行」バス5分。「東京リバーサ
イド病院」下車徒歩1分

116-0003 東京都荒川区南千住8丁目4-4

03-5604-7093

さなえ薬局

120-0014 東京都足立区西綾瀬2丁目2-2

月・火・木・金 9:00～19:00
水 9:00～17:00
03-3840-4888
第1、3、5土 9:00～12:30
日 9:00～12:30

(1)千代田線｢綾瀬駅｣より徒歩10分
(2)東武線｢五反野｣より徒歩7分

アイン薬局 竹ノ塚店

121-0813

東京都足立区竹の塚5丁目7-3
竹の塚Joyぷらざ2F

月・火・木・金 9:00～18:45
03-5809-6255 水 9:00～17:30
土 9:00～14:00

東武スカイツリーライン「竹ノ塚駅」下車徒歩5分

アイン薬局 舎人店

121-0831 東京都足立区舎人2丁目20-16

03-3853-5511
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月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

日暮里舎人ライナー｢見沼代親水公園駅｣より徒歩1分

アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜関東エリア＞
店舗名

エール薬局 六丁目店

郵便番号

所在地

123-0841 東京都足立区西新井6丁目31-14

東京都足立区西新井6丁目31-13
宮崎ビル1F

エール薬局 西新井店

123-0841

なつめ薬局

123-0841 東京都足立区西新井5丁目42-7

オリーブ薬局 鹿浜店

123-0864 東京都足立区鹿浜5丁目12-4

電話番号

営業時間

主な交通手段

月～金 9:00～19:00
土 9:00～15:00

(1)日暮里・舎人ライナー｢西新井大師西駅｣東口より徒歩8
分
(2) 東武大師線｢大師前駅｣より徒歩10分
(3) 東武伊勢崎線・東京メトロ日比谷線 西新井駅「東口」よ
り東武バス「（西05）（西06）鹿浜都市農業公園」行 または”
はるかぜ”にて「水野病院前」下車
(4) JR京浜東北線 王子駅「北口」12番のりばより都営バス
「（王40）西新井駅前」行にて「足立第五中学校前」下車
(5)JR山手線・埼京線・赤羽線・東北本線 池袋駅「東口」6
番のりばより都営バス「（王40）西新井駅前」行にて「西新井
大師前」下車

03-3855-7340

月～金 9:00～19:00
土 9:00～15:00

(1)日暮里・舎人ライナー｢西新井大師西駅｣東口より徒歩8
分
(2)東武大師線｢大師前駅｣より徒歩10分
(3)東武伊勢崎線・東京メトロ日比谷線｢西新井駅｣東口より
東武バス「（西05）（西06）鹿浜都市農業公園」行 または、”
はるかぜ”にて、「水野病院前」下車
(4)JR京浜東北線｢王子駅｣北口より都営バス「（王40）西新
井駅前行｣都営バスで「足立第五中学校前」下車
(5)JR山手線・埼京線・赤羽線・東北本線｢池袋駅｣東口より
「（王40）西新井駅前行｣都営バス「西新井大師前」下車

03-5647-9822

月～金 9：00～17:30
土 9：00～14:30

東武｢大師前駅｣より徒歩15分

03-5647-8073

03-5856-9490 月～土 9:00～18:00

(1)東武伊勢崎線・大師線｢西新井駅｣東口より東武バス“は
るかぜ”「（西05）（西06）鹿浜都市農業公園」行にて「鹿浜」
下車
(2)東武伊勢崎線・大師線｢西新井駅｣西口より東武バス
「（西07）鹿浜都市農業公園」行にて「鹿浜」下車
(3)JR埼京線・京浜東北線・赤羽線・高崎線・東北本線｢赤羽
駅｣東口より「（赤23）荒川大橋経由、西新井駅」行にて「鹿
浜」下車
(1)東武伊勢崎線・大師線｢西新井駅｣東口より東武バス“は
るかぜ”「（西05）（西06）鹿浜都市農業公園」行にて、「鹿浜」
下車
(2)東武伊勢崎線・大師線｢西新井駅｣西口より東武バス
「（西07）鹿浜都市農業公園」行にて、「鹿浜」下車
(3)JR埼京線・京浜東北線・赤羽線・高崎線・東北本線｢赤羽
駅｣東口より、「（赤23）荒川大橋経由、西新井駅」行にて、
「鹿浜」下車

アイン薬局 鹿浜店

123-0864 東京都足立区鹿浜5丁目12-8

03-3853-1420 月～土・祝日 8:45～18:30

江北薬局

123-0872 東京都足立区江北1丁目33-23

03-5837-4415

月～水・金・土 9:00～19:00
日暮里舎人ライナー｢江北駅｣より徒歩3分
木9:00～17:00

アイン薬局 よつぎ店

124-0011

03-6657-6386

月～金 9:00～19:15
土 9:00～13:15

あさひ調剤薬局 立石店

124-0012 東京都葛飾区立石5丁目2-1

03-5698-1193 月～土 9:00～18:30

(1)京成線お花茶屋駅より徒歩12分
(2)京成線立石駅より徒歩12分

あさひ調剤薬局 立石2号店

124-0012 東京都葛飾区立石5丁目7-5

03-6662-8693 月～土 9:00～18:30

(1)京成電鉄本線「お花茶屋駅」より徒歩8分 (2)京成電鉄押
上線「京成立石駅」より徒歩12分

メディオ薬局 葛飾水元店

125-0032 東京都葛飾区水元1丁目22-16

03-5648-6130

月～水・金 9:00～18:30
土 9:00～13:00

JR線金町駅大場川水門行バス
歩1分

アイン薬局 金町店

125-0041

03-5699-7890

月～金 9:30～19:30
土 9:30～14:00

JR常磐線「金町駅」より徒歩5分

あさひ調剤薬局 亀有店

125-0061 東京都葛飾区亀有2丁目18-27

03-6231-2793

月～金 9：00～18：00
土 9：00～13：00

ＪＲ「亀有駅」から徒歩13分

ナチュール薬局（江戸川）

132-0013 東京都江戸川区江戸川3丁目35-2

03-5636-2221

月～水・金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

都営新宿線｢一之江駅｣より徒歩10分

アイン薬局 平井店

132-0035

03-5631-4311

月～水・金 9:00～20:00
土 9:00～12:00

JR総武線「平井駅」北口より徒歩2分

東京都葛飾区四つ木1丁目47-12
ハルメディカルビル1F

東京都葛飾区東金町1丁目10-8
イトーヨーカドー1F

東京都江戸川区平井5丁目14-10
協和物産平井駅前ビル102

(1)都営浅草線｢四ツ木駅｣より徒歩10分
(2)京成押上線｢四ツ木駅｣より徒歩10分

中央公園バス停より徒

アイン薬局 大森店

143-0024 東京都大田区中央4丁目33-7

03-6429-8681

月～金 9:00～18:00
土9:00～12:00

(1)JR京浜東北線｢大森駅｣山王西口より「池上駅行」・「蒲田
駅行」・「洗足池行」・「上池上循環（外回り）」東急バス「大田
文化の森」下車
(2)東急池上線「池上駅」より「品川駅行」・「大井町駅行」・
「荏原町駅入口行」・「大森駅行」・「上池上循環（内回り）」東
急バス「入新井第四小学校」下車
(3)東急大井町線「荏原町駅」より「蒲田駅行」・「大森駅行」
東急バス「大森日赤前」下車

アイン薬局 蒲田店

144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目25-9

03-6424-8314

月～金 8:30～17:30
土9:00～12:00

(1)京急｢蒲田駅｣より徒歩10分
(2)JR｢蒲田駅｣より徒歩15分

アイン薬局 大岡山店

145-0062

東京都大田区北千束3丁目28-14
大岡山テラッチビル1F

03-5754-5811

月～金 9:00～18:30
第2、4土 9:00～13:00

(1)東急目黒線｢大岡山駅｣より徒歩2分
(2)東急大井町線｢大岡山駅｣より徒歩2分

道々橋薬局

146-0081 東京都大田区仲池上1丁目31-13

03-5747-1530

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

都営地下鉄｢西馬込駅｣より徒歩15分

アイン薬局 新宿南口店

東京都渋谷区代々木2丁目1-5
151-0053
JR南新宿ビル1F

アイン薬局 目黒鷹番店

152-0004

東京都目黒区鷹番3丁目6-18
カザーナ学芸大学1F

03-5302-0607 月～土 9:00～17:45

03-5725-8273
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月～金 9:00～18:30
土 9:00～14:00

(1)JR｢新宿駅｣南口より徒歩5分またはサザンテラス口より
徒歩3分
(2)都営地下鉄｢新宿駅｣マインズタワー出口より徒歩1分
東急東横線｢学芸大学駅｣より徒歩3分

アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜関東エリア＞
店舗名

郵便番号

所在地

電話番号

営業時間

月・火・木・金 9:30～18:30
03-5768-6260 水9:30～17:30
土 9:00～17:00

主な交通手段
(1)東急東横線｢学芸大学駅｣より徒歩15分
(2)東急東横線｢祐天寺駅｣より徒歩15分
(3)ＪＲ｢目黒駅｣より東急バス「清水」下車徒歩5分

アイン薬局 目黒店

東京都目黒区中町2丁目30-5
153-0065
敦岡ビル

アイン薬局 池尻店

154-0001

東京都世田谷区池尻2丁目34-18
コートM1F

03-6805-5193

月～金 8:30～18:15
土 8:30～18:00

東急田園都市線「池尻大橋」南口出口より徒歩5分

アイン薬局 千歳烏山店

157-0062

東京都世田谷区南烏山6-3-16
ダイヤビル1F

03-6382-9726

月～金 9:00～19:45
土 9:00～17:00

京王線｢千歳烏山駅｣より徒歩3分

アイン薬局 大久保店

160-0021

東京都新宿区歌舞伎町2丁目39-7
OKビル1F

03-6457-6985 月～土 10:00～18:00

アイン薬局
NEWoMan新宿店

160-0022

東京都新宿区新宿4丁目1-6
JR新宿ミライナタワー7F

03-5315-4960

ナチュール調剤薬局
（西新宿）

163-0505

東京都新宿区西新宿1丁目26-2
新宿野村ビル5F

03-3342-2287 月～金 9:00～18:00

月～金 10:00～21：00
土・日・祝日 10:00～14:00

(1)西武新宿線｢新宿駅｣より徒歩3分
(2)JR｢新宿駅｣より徒歩15分
JR｢新宿駅｣ミライナタワー改札より徒歩1分
JR｢新宿駅｣より徒歩8分または丸ノ内線｢西新宿駅｣より徒
歩3分

03-5323-4333

月～金 8:30～22：00
土 8:30～15:00

(1) JR・小田急線・京王線「新宿駅」西口より徒歩約10分
(2)東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」下車徒歩1分（東京医大
方面）
(3)都営大江戸線｢都庁前駅｣下車徒歩約7分
(4)都営大江戸線｢中野坂上駅｣で東京メトロ丸ノ内線に乗り
換え「西新宿駅」下車徒歩1分

03-5345-7450

月～金 9:00～19:00
土 9:00～17:00

JR中央線・総武線・東京メトロ東西線・東葉高速鉄道｢中野
駅｣北口より徒歩7分

東京都中野区上高田3丁目16-7
東ビル1Ｆ

03-3387-9277

月～金 9:00～19:15
土 9:00～12:30

西武新宿線｢新井薬師前駅｣より徒歩3分

東京都中野区東中野1丁目58-11
ホシノビル1F

03-3366-9505

月～金 8:00～19:00
土 8:00～13:30

(1)JR｢東中野駅｣より徒歩1分
(2)都営大江戸線｢東中野駅｣より徒歩2分

164-0003 東京都中野区東中野4丁目4-26

03-5332-7535

月～金 9:00～19:00
土 9:00～17:00

JR総武線・都営大江戸線｢東中野駅｣より徒歩1分

エール薬局 杉並店

168-0062 東京都杉並区方南2丁目18-6

月・火・木・金 9:00～19:00
03-3316-7541 水 15:00～19:00
土 9:00～13:00

東京メトロ丸ノ内線｢方南町駅｣東口より徒歩2分

アイン薬局 新大久保店

169-0073

03-5330-8021 月～土 9:00～17:30

(1)JR山手線｢新大久保駅｣より徒歩5分
(2)JR中央線（各駅停車）｢大久保駅｣より徒歩7分

ケアマーク百人町薬局

169-0073 東京都新宿区百人町2丁目9-14

03-3365-6280

月～金 9:30～18:00
土 10:00～13:00

(1)JR山手線｢新大久保駅｣より徒歩2分
(2)JR中央線（各駅停車）｢大久保駅｣より徒歩2分

アイン薬局 板橋店

173-0022 東京都板橋区稲荷台10-8

03-6905-0366

月～土 9:00～18:00

アイン薬局 練馬店

177-0033

東京都練馬区高野台3丁目11-12
采明ビル1F

月～金第1.3.4.5土 9:00～
03-5910-6020 18:00
第2土10:00～12:00

(1)JR「十条駅」より徒歩10分
(2)都営三田線「板橋本町駅」より徒歩10分
(1)西武池袋線｢練馬高野台駅｣より徒歩3分
(2)東武東上線｢成増駅｣よりバスで「練馬高野台駅」下車徒
歩3分（練高01系統・02系統）
(3)JR｢荻窪駅｣よりバスで「練馬高野台駅」下車徒歩3分（荻
17系統）

アイン薬局
アインズ＆トルペ調布店

182-0026

東京都調布市小島町2丁目48-26
調布サウスゲートビル1F

042-440-0162 月～土 9:00～20:00

京王線・京王相模原線「調布駅」南口より徒歩3分

あさひ調剤薬局 府中店

東京都府中市日鋼町1-1
183-0044
Jタワービル1F

月～金 8:45～18:00
042-368-4193
土 8:45～13:00

(1)京王線府中駅より徒歩10分
(2)JR武蔵野線 北府中駅より徒歩15分
(3)JR南部線分倍河原駅より徒歩10分

アイン薬局 国分寺店

185-0012 東京都国分寺市本町4丁目7-1

月～木 9:00～18:00
042-300-0600 金 9:00～20:00
土 9:00～13:30

(1)JR中央線｢国分寺駅｣北口または西武国分寺線｢国分寺
駅｣または西武多摩湖線｢国分寺駅｣より徒歩2分

アイン薬局 国分寺南口店

185-0021

東京都国分寺市南町3丁目22-31
国分寺南町ビル1F

月･火 10:00～19:00
042-300-6261 水･土 10:00～18:00
木・金 10:00～20:00

(1)JR中央線｢国分寺駅｣より徒歩2分
(2)西武国分寺線・多摩湖線｢国分寺駅｣より徒歩2分

小平薬局 天神

187-0002 東京都小平市花小金井8丁目1-3

042-464-4688 月～金 9：00～18:00

西武新宿線｢花小金井駅｣よりバス１０分

アイン薬局 小平店

187-0035

小平薬局

東京都新宿区西新宿6丁目5-1
新宿アイランドタワー西棟

アイン薬局 西新宿店

163-1301

アイン薬局
中野セントラルパーク店

164-0001 東京都中野区中野4丁目10-1

ナチュール薬局
（新井薬師）

164-0002

アイン薬局 東中野店

164-0003

アイン薬局
アトレヴィ東中野店

東京都新宿区百人町3丁目21-18
新宿高瀬ビル1F

042-349-0370

月～金 9:00～18:00
土 9:00～17:30

西武国分寺線・西武拝島線「小川駅」より徒歩3分

187-0041 東京都小平市美園町1丁目6-1

042-341-6204

月～金 9:00～19:00
土 9:00～18:00

西武新宿線｢小平駅｣より徒歩１分

アイン薬局 武蔵野店

188-0013 東京都西東京市向台町4丁目21-12

月～金 9:00～18:00
042-452-9873
土 9:00～12:30

メディオ薬局 立川羽衣町店

190-0021 東京都立川市羽衣町3丁目12-3

042-548-0095

月～水・金 9:00～18:30
木・土 9:00～12:30

JR南武線西国立駅より徒歩2分

042-521-5338

月～金 9:00～21:00
土 10:00～17:30

(1)JR｢立川駅｣より徒歩1分
(2)多摩都市モノレール｢立川南駅｣より徒歩5分

アイン薬局 エキュート立川店 190-0023

東京都小平市小川西町4丁目12-12
サンエイトONO1F

東京都立川市柴崎町3丁目1-1
エキュート立川4F

(1)ＪＲ「武蔵境駅」から関東バス「ｳﾞｨｰｶﾞｰﾃﾞﾝ西東京行き」
武蔵野徳洲会下車 徒歩１分
(2)ＪＲ「武蔵境駅」から関東バス「向台町５丁目行き」向台町
５丁目下車 徒歩5分

JR青梅線「羽村駅」東口より「長岡循環」または「長岡経由
箱ヶ崎駅行き」バス10分。「長岡一丁目」下車徒歩5分。

長岡薬局

190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡1丁目13-22

042-568-7978 月～木、土 9:00～19:00

アイン薬局 八王子店

192-0034 東京都八王子市大谷町302

042-649-1167

月～金・第2、4、5土 8:30～ JR｢八王子駅｣北口より「東海大学八王子病院経由」バス
17:30
「東海大学八王子病院下車」徒歩5分

アイン薬局 元八王子店

193-0816 東京都八王子市大楽寺町477-4

042-686-0233

月～金8:45～18:00
土8:45～13:00
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(1)JR｢八王子駅｣北口または｢京王八王子駅｣より「四谷経
由高尾駅南口行き｣バス｢元八事務所｣下車徒歩1分または｢
四谷バス停｣下車徒歩5分

アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜関東エリア＞
店舗名

郵便番号

所在地

電話番号

営業時間
月～金 9:00～18:30
土 9:00～13:00

主な交通手段

あさひ調剤薬局 町田店

194-0004 東京都町田市鶴間1009-1

042-788-4193

東急田園都市線南町田駅より徒歩5分

アイン薬局 金森店

194-0012 東京都町田市金森1丁目27-18

月～水・金 9:00～18:00
042-860-6693 木 9:00～17:00
土 9:00～12:00

町田駅から徒歩約13分

月～水・金 9:00～19:00
042-728-6621 木 9:00～18:00
土 9:00～17:00

(1)小田急小田原線「町田駅」より徒歩5分
(2)JR横浜線「町田駅」より徒歩８分または１３分
(3)町田バスセンター（手県交通、神奈川中央交通（相模神
奈交バスを含む）、京浜急行バス、京成バス、中国バス、西
日本JRバス、小湊鐵道、富士急山梨バス）より徒歩５分～１
０分

あずさ薬局 原町田店

194-0013 東京都町田市原町田町629-3

アイン薬局 拝島店

196-0003

アイン薬局 青梅東店

198-0042 東京都青梅市東青梅4丁目17-26

0428-23-9074 月～金 9:00～18:00

JR｢河辺駅｣より徒歩5分

オリーブ薬局 青梅店

198-0042 東京都青梅市東青梅4丁目17-18

0428-84-2690 月～金 9:00～18:00

JR青梅線｢河辺駅｣より徒歩5分

03-5497-7550 月～土 9:00～18:00

(1)京王線「国領駅」南口より徒歩約10分
(2)小田急線「狛江駅」北口より徒歩約25分
(3)京王線「調布駅」より京王バス「つつじヶ丘行き」にて「慈
恵第三病院」下車徒歩1分
(4)京王線「調布駅」より小田急バス「成城学園・渋谷駅・二
子玉川行き」にて「慈恵第三病院前」下車徒歩1分
(5)京王線「国領駅」より小田急バス「狛江駅北口・狛江営業
所行き」にて「慈恵第三病院前」下車徒歩1分
(6)小田急線「狛江駅」より小田急バス「慈恵第三病院行き」
終点下車徒歩1分
(7)小田急線「狛江駅」より小田急バス「武蔵境駅南口行き」
にて「慈恵第三病院前」下車徒歩1分
(8)小田急線「狛江駅」より小田急バス「狛江営業所行き」終
点下車徒歩2分

03-5438-7077 月～土 8:30～17:30

(1)小田急線｢狛江駅｣より「慈恵第三病院行」バス終点下車
徒歩1分
(2)京王線｢調布駅｣より「成城学園前行」バス｢慈恵第三病
院前」下車徒歩1分
(1)西武池袋線｢清瀬駅｣南口より「東京病院行き」バス｢東京
病院｣下車
(2)西武新宿線｢久米川駅｣より「清瀬駅行き」バス｢東京病
院｣下車

アイン薬局 狛江店

リジョイス薬局 狛江店

東京都昭島市松原町3丁目2-12
イトーヨーカドー拝島店1F

201-0012 東京都狛江市中和泉5丁目31-7

201-0012 東京都狛江市中和泉5丁目31-16

042-519-7624

月～金 9:00～19:00
土 9:00～13:00

アイン薬局 清瀬店

204-0023 東京都清瀬市竹丘3丁目1-15

042-497-8990 月～金 8:30～17:30

アイン薬局 羽村店

205-0011 東京都羽村市五ノ神字武蔵野352-22

042-533-4493

アイン薬局 武蔵村山店

208-0022 東京都武蔵村山市榎2丁目50-7

042-843-6421 月～土 9:00～18:30
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月～水・金 9：00～18：00
土 9：00～13：00

(1)JR｢拝島駅｣または西武拝島線｢拝島駅｣より徒歩10分
(2)JR｢昭島駅｣より徒歩15分

立川バス「緑ヶ丘三丁目」下車徒歩3分
(1)｢立川駅｣よりバスで｢村山医療センター｣下車徒歩5分
(2)｢玉川上水駅｣より｢イオンモール行き｣バス｢武蔵村山病
院｣下車徒歩5分

アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜関東エリア＞

＜神奈川県＞
店舗名

郵便番号

所在地
神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1
アトレ川崎8F

電話番号

営業時間
月～金 10:00～21:00
土 10:00～17:30

主な交通手段
(1)JR東海道線・南武線・京浜東北線「川崎駅」東口より徒
歩1分（駅直結）
(2)京浜急行本線・大師線「京急川崎駅」中央改札口より徒
歩3分

アイン薬局 アトレ川崎店

210-0007

宮前薬局

210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町11-22

044-200-0843 月～金 8:30～17:30

JR｢川崎駅｣より徒歩10分

アイン薬局 川崎店

神奈川県川崎市川崎区日進町1-57
210-0024
サンスクエアー川崎7号棟1F

月～金 9:00～19:00
044-211-9777 第1.3.5土 9:00～18:00
第2.4.土9:00～12:00

(1)JR「川崎駅」より徒歩5分
(2)京浜急行電鉄「川崎駅」より徒歩7分

アイリスファーマシー

210-0847 神奈川県川崎市川崎区浅田3丁目7-19

044-333-2007

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

JR｢川崎駅｣より京町循環「浅田三丁目」下車徒歩3分

アイン薬局 鋼管通店

210-0852 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目2-2

044-328-7075

月～金 9:00～18:00
土 9:00～17:00

JR｢川崎駅｣より「鋼管循環行き｣バスにて「鋼管病院前」下
車徒歩1分

アイン薬局 武蔵小杉店

211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町3-420
イトーヨーカドー1F

044-738-3520

月～水・金 9:00～20:00
木・土 9:00～18:00

JR南武線・東急東横線「武蔵小杉駅」より徒歩3分

アイン薬局 川崎幸店

212-0016

神奈川県川崎市幸区南幸町1丁目37
三森ﾋﾞﾙ1F

044-201-9404

月～金 9:00～17:15
土 9:00～12:45

臨港バス｢幸警察署前」下車徒歩4分

アイン薬局 高津店

神奈川県川崎市高津区溝口1丁目17-6
213-0001
ラピスラズリ1F

月～金 9:00～17:30
044-299-6600
土 9:00～13:00

(1)ＪＲ｢武蔵溝ノ口駅｣より徒歩5分
(2)東急田園都市線｢溝の口駅｣より徒歩5分
(3)東急メトロ半蔵門線｢溝の口駅｣より徒歩5分

新作薬局

213-0014 神奈川県川崎市高津区新作4丁目11-23

月～金 9:00～19:00
044-877-7472
土 9:00～13:00

(1)東急田園都市線「溝の口駅」またはJR南武線「武蔵溝ノ
口」より徒歩20分
(2)JR南武線「武蔵新城駅」より徒歩16分

アイン薬局 登戸店

214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸3487-12

044-930-1271 24時間営業

(1)小田急小田原線｢登戸駅｣より徒歩3分
(2)ＪＲ南武線｢登戸駅｣より徒歩2分

あずさ薬局 新百合ヶ丘店

神奈川県川崎市麻生区北麻生1丁目3-2
215-0021
壱番館ビル5F

月・木 9:00～18:00
044-966-8667 火・水・金 9:00～19:00
土 9:00～16:30

(1)小田急小田原線「新百合ヶ丘駅」より徒歩3分
(2)川崎市バス、東急バス、小田急バス「新百合ヶ丘駅」停
留所下車徒歩約4分

アイン薬局 みなとみらい店

神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目6220-0012 2
みなとみらいグランドセントラルタワー1F

月･水･金 9:00～20:00
火 10:00～20:00
045-227-7780
木 9:00～20:15
土 9:00～19:00

(1)横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい駅」1番出口
（グランモール口）より徒歩2分
(2)JR東海道線・京浜東北線・根岸線・横須賀線「横浜駅」ま
たは京浜急行線・東急東横線・横浜高速鉄道みなとみらい
線「横浜駅」東口より徒歩11分

たんぽぽ薬局 大口店

221-0015 神奈川県横浜市神奈川区神之木町19-15

月・水・金 9:00～19:30
045-439-3533 火 9:00～19:00
木・土 9:00～18:00

JR横浜線｢大口駅｣より徒歩5分

月・火・木・金 9：00～19：
00
045-482-6313
水・土 9：00～20：00
日 9:00～12:00

横浜市営地下鉄グリーンラインまたはブルーライン セン
ター南駅より徒歩３分

アイン薬局 横浜センター南店 224-0032

神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央6-1
サウスウッド2F

044-211-1411

あかね台たんぽぽ薬局

227-0065 神奈川県横浜市青葉区恩田町1778-1

045-960-0231

月～土9:00～18:30
日 9:00～12:00

東急こどもの国線｢恩田駅｣より徒歩10分

たんぽぽ薬局 矢向店

230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向5丁目1-12

045-570-5477

月～金 9:00～18:30
土 9:00～13:00

JR南武線｢矢向駅｣より徒歩3分

045-580-0577 月～金 9:00～18:00

(1)JR・京急線｢川崎駅｣より臨港バス「新鶴見橋」（系統50)
または市営バス「新鶴見橋｣(系統7)下車徒歩1分
(2)JR・京急線｢鶴見駅｣より市営バス「三ツ池道」下車徒歩3
分(系統13、29、42、72)
(3)JR南武線｢尻手駅｣下車徒歩15分

アイン薬局 鶴見店

230-0012 神奈川横浜市鶴見区下末吉3丁目7-21

アイン薬局 鶴見中央店

230-0051

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目1911 ココファン横浜鶴見1F

045-947-2555

月～水・金 9:00～18:00
木・土 9:00～12:00

(1)JR｢鶴見駅｣下車徒歩12分
(2)京急本線｢京急鶴見駅｣下車徒歩9分

アイン薬局 鶴見駅西口店

230-0062

神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-3
フーガ3ビル1F

045-580-5834

月～金 9:00～18:30
土 9:00～12:00

ＪＲ京浜東北線｢鶴見駅｣西口より徒歩１分

アイン薬局 みなと店

231-0801 神奈川県横浜市中区新山下3丁目1-1

045-621-2911

月～金 9:00～18:00
土 9:00～11:00

(1)JR｢横浜駅｣または｢桜木町駅｣より市営バス(8、26、58、
148系統)「みなと赤十字病院入口」下車徒歩2分
(2)JR｢磯子駅｣または｢根岸駅｣より市営バス(58系統)「みな
と赤十字病院」または「みなと赤十字病院入口」下車徒歩2
分
(3)フジエクスプレス134系統（桜木町駅前・みなと赤十字病
院・本牧元町）「みなと赤十字病院」下車徒歩2分

アイン薬局 米が浜店

238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1丁目8-7

046-828-4630

月・水・金 9:00～20:00
火・木 9:00～18:00
土 9:00～13:00

京急線横須賀｢中央駅｣より徒歩5分

オリーブ薬局 米が浜店

238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1丁目17-10

046-874-5200 月～金 8:30～18:00

明日花薬局

241-0821

明日花薬局2号店

つきみ野薬局

神奈川県横浜市旭区二俣川2-58
クリニックビル1F

京急｢横須賀中央駅｣より徒歩8分

月・火・水・金 9:00～19:30
木・土・日 9:00～18:00

相模鉄道本線 二俣川駅 南口より徒歩2分

241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川2-56

月・火・水・金 9:00～19:00
045-390-5070 木 9:00～18:00
土 9:00～17:00

相模鉄道本線 二俣川駅 南口より徒歩3分

242-0002 神奈川県大和市つきみ野4丁目5-1

046-275-1275

045-390-5063
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月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

田園都市線｢つきみ野駅｣より徒歩1分

アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜関東エリア＞
店舗名

郵便番号

所在地

神奈川県大和市中央林間4丁目15-3
ジャストイン中央林間1F

電話番号

営業時間

第2、4月・火・木・金 9:00～
18:00
(1)小田急小田原線｢中央林間駅｣より徒歩5分
046-271-7773 第1、3、5月・水 9:00～
(2)東急田園都市線｢中央林間駅｣より徒歩5分
21:00（祝日含む）
(3)東京メトロ半蔵門線｢中央林間駅｣より徒歩5分
土 9:00～13:00

アイン薬局 中央林間店

242-0007

アイン薬局 本厚木店

243-0004 神奈川県厚木市水引1丁目17-3

046-297-0088 月～金 9:00～18:00

アイン薬局 厚木中町店

243-0018 神奈川県厚木市中町3丁目12-16

046-259-8912

アイン薬局 海老名店

243-0432

神奈川県海老名市中央1丁目13-1
ビナウォーク4番館1F

主な交通手段

月～水・金 9:00～18:00
木・土 9:00～13:00

046-292-7031 月～土 9:00～19:00

小田急線「本厚木駅」北口より「松蓮寺行き・半原行き・まつ
かげ台行き」バスにて「市立病院前」下車徒歩5分
小田急線「本厚木駅」から徒歩5分
(1)小田急線｢海老名駅｣より徒歩3分
(2)相模鉄道｢海老名駅｣より徒歩3分

たんぽぽ薬局 飯島店

244-0842 神奈川県横浜市栄区飯島町1329-3

045-890-5811

月～金 9:00～19:00
土 9:00～18:00

(1)根岸線｢本郷台駅｣よりバスで｢飯島上町停留所｣下車徒
歩3分
(2)JR東海道本線｢戸塚駅｣または｢大船駅｣より江ノ電バス｢
飯島上町停留所｣下車徒歩1分

腰越薬局

248-0033 神奈川県鎌倉市腰越4丁目6-9

0467-32-4598

月～水・金 9:00～18:30
土 8:30～18:00

(1)江ノ電｢腰越駅｣より徒歩10分
(2)湘南モノレール｢片瀬山駅｣より徒歩10分

たんぽぽ薬局 藤沢店

251-0052 神奈川県藤沢市藤沢1丁目13-5

0466-29-5177

月～金 9:00～18:00
土9:00～12:00

(1)小田急線｢藤沢本町駅｣下車徒歩10分
(2)JR｢藤沢駅｣北口よりバスで｢藤沢市民病院前停留所｣下
車徒歩1分

アイン薬局 藤沢店

251-0052 神奈川県藤沢市藤沢1丁目13-4

0466-53-9661

月～金 9:00～18:00
土13:00～16:00

(1)小田急線｢藤沢本町駅｣より徒歩10分
(2)ＪＲ｢藤沢駅｣北口よりバスで｢藤沢市民病院前｣下車徒歩
１分

アイン薬局 FujisawaSST店

神奈川県藤沢市辻堂元町6丁目17-1
251-0053
Wellness SQUARE南館１F

月～金 9:00～17:00
0466-52-5081
土 9:00～12:00

(1)小田急江ノ島線「本鵠沼」駅から14分
(2)藤沢駅北口バスターミナル2番のりばから神奈中バス藤
04系統「辻堂団地行」または藤06系統「辻堂駅南口行」に乗
車、「藤沢SST前」下車

アイン薬局 相模原店

252-0328

神奈川県相模原市南区麻溝台1丁目2-8
パラディスイン相模原1F

042-851-5096

月～金 8:30～18:00
土 8:30～14:00

アイン薬局 六会日大前店

252-0813 神奈川県藤沢市亀井野2丁目7-1

月～水・金 9:00～19:00
0466-47-7840 木 9:00～18:00
土 9:00～13:00

アイン薬局 平塚店

254-0064 神奈川県平塚市達上ヶ丘13-23

0463-30-6166

アイン薬局 湯河原店

259-0314 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上395-1

0465-60-0920 月～金 9:00～18:00
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月～金 9:00～18:00
土 8:30～14:00

(1)JR横浜線｢相模原駅｣より「北里病院行き」バス20分
(2)小田急小田原線｢相模大野駅｣より「北里大学病院行き」
バス15分
小田急江ノ島線｢六会日大前駅｣より徒歩5分
JR「平塚駅」東口より「市民病院行き」バスにて「市民病院
前」下車徒歩1分
JR東海道線｢湯河原駅｣より「奥湯河原行き」箱根登山バス
「病院入口」下車徒歩4分

アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜関東エリア＞

＜埼玉県＞
店舗名

郵便番号

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段

ナチュール仲町薬局

330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町2丁目9-17

048-832-2000 月～水・金・土 9:00～18:30 JR京浜東北線 浦和駅より徒歩8分

あさひ調剤薬局 桜木店

埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-272
330-0854
大宮西口ビル1F

月～水・金 9:00～19:00
048-645-6053 木 8:00～16:00
土 9:00～13:00

アイン薬局 島根店

331-0054 埼玉県さいたま市西区大字島根字道下298-1 048-621-4193 月～土 9:00～18:00

JR大宮駅より「大宮南高校行き」バス又は「さいたま市民医
療センター行き」バス、さいたま市民医療センター入口バス
停下車すぐ

あさひ調剤薬局 島根店

331-0054 埼玉県さいたま市西区大字島根312-1

048-621-3393 月～土 9:00～18:00

JR大宮駅より「大宮南高校行き」バス又は「さいたま市民医
療センター行き」バス、さいたま市民医療センター入口バス
停下車すぐ

アイン薬局 土呂店

331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目26-4

048-783-5093

ハルビ薬局

埼玉県さいたま市北区宮原町3-570
331-0812
メゾン・ド・レイ1F

月・火・金 9:00～19:15
048-663-1308 水・木 9:00～17:00
土 9:00～13:00

あさひ調剤薬局 植竹店

さつき薬局（さいたま調剤）

331-0813 埼玉県さいたま市北区植竹町1-561-4

331-0814 埼玉県さいたま市北区東大成町2-254

048-654-4193

048-651-4193

月・火・木・金 9:00～18:00
水・土 9:00～12:30

JR大宮駅より徒歩7分

JR「土呂駅」から徒歩3分

JR宮原駅西口より徒歩2分

月～金 8:30～17:30
土 8：30～10：30

(1)JR土呂駅下車西口より徒歩8分
(2)JR大宮駅東口より「宮原駅東口」行き東武バス 「大宮総
合病院」下車 徒歩2分
(3)さいたま市北区コミュニティバス 「大宮総合病院」下車
徒歩1分

月～金 10:00～18:30
土 8:30～18:30

(1)JR土呂駅より徒歩15分
(2)東武アーバンパークライン（野田線）北大宮駅より徒歩15
分
(3)JR大宮駅東口より「上尾駅行」バス10分。「警察学校入
口」下車徒歩2分

あさひ調剤薬局 中央店

331-0814

埼玉県さいたま市北区東大成町
1丁目626-1 野原ビル1F

048-663-0847

月～金 9:00～18:30
土 9:00～14:45

(1)東武アーバンパークライン（野田線）北大宮駅より徒歩10
分
(2)JR大宮駅東口より「宮原駅東口行」「上尾駅東口行」バス
5分。「赤芝・大宮中央総合病院入口」下車徒歩1分
(3)埼玉新都市交通線 鉄道博物館駅より徒歩10分

あさがお薬局

331-0823

埼玉県さいたま市北区日進町2丁目754-2
杉山ビル1F

048-668-3761

月～土 9:00～19:00
日 9:00～15:00

JR日進駅南口より徒歩3分

日進薬局

331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町1-321

アイン薬局
アインズ＆トルペ川口店

332-0017

埼玉県川口市栄町3丁目7-1
かわぐちキャスティ3F

048-271-5100

アイン薬局 川口駅東口店

332-0017

埼玉県川口市栄町3丁目11-27
Hiro Build1F

048-240-6767 月～水・金・土 9:00～18:00 JR京浜東北線｢川口駅｣より徒歩5分

月・火・木・金 9:00～12:00、
048-666-8114 16:00～18:00
JR｢日進駅｣より徒歩15分
土 9:00～12:00
月～土 10:00～20:00
日 10:00～19:00

JR京浜東北線「川口駅」東口より徒歩2分

アイン薬局 川口青木店

332-0031

埼玉県川口市青木1丁目18-2
明和ビル1F

(1)JR｢川口駅｣より国際興業バス「川口工業総合病院」下車
徒歩0分（行き先：「草加駅西口」、「峰八幡宮」、「安行出
羽」、「西沼」、「末広一丁目」）
月～金 9:00～18:00
(2)JR｢川口駅｣より東武バス「川口工業総合病院」下車徒歩
048-280-6257
第1、2、4、5土 9:00～13:00
0分(行き先：「草加駅西口」)
(3)JR｢川口駅｣よりタクシーで７分、徒歩20分
(3)埼玉高速鉄道 川口元郷駅から徒歩５分

アイン薬局 アリオ川口店

332-0033

埼玉県川口市並木元町1-79
イトーヨーカドー1F

月・火・木～土 9:00～19:30
048-257-2539 水 10:00～19:30
JR「川口駅」より徒歩15分
日・祝日 10:00～19:00

プライム薬局

333-0802 埼玉県川口市戸塚東1丁目17-19

048-298-9805

アイン薬局 川口北店

333-0831 埼玉県川口市木曽呂1308-3

月～水・金 9:00～18:00
048-290-5607 木 9:00～20:00
JR｢東浦和駅｣より徒歩20分
第1・3・4・5土 9:00～19:00

333-0833 埼玉県川口市西新井宿301-12

月～金 9:00～18:00
048-288-1788 第1.3.5土 9:00～13:00
第2.4土10:00～12:00

アイン薬局 川口店

アイン薬局 川口榛松店

334-0062 埼玉県川口市榛松2丁目6-11

ナチュール公園前薬局

336-0017

あけぼの薬局

ラムザ薬局

埼玉県さいたま市南区南浦和3丁目3-9
清宮ハイツ103

月・火・木・金 9:00～18:00
土9:00～12:30

JR武蔵野線 東川口駅より徒歩10分

埼玉高速鉄道「新井宿」より10分

048-287-9710

月・火・水・金 9:00～19:00
木・土 9:00～13:00

(1)JR「川口駅」より｢新堀経由、草加駅行き｣バスで｢榛松｣
下車徒歩３分
(2)東武ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾝ「草加駅」より｢川口駅行き｣バスで｢榛
松｣下車徒歩３分
(3)舎人ライナー「見沼代親水公園」より徒歩１５分

048-813-3633

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

JR京浜東北線 南浦和駅より徒歩8分

336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和3丁目4-14

月～水・金 9:00～18：30
048-883-4455 木 9：00～17：00
土 9:00～17:30

JR京浜東北線・武蔵野線南浦和駅東口より徒歩7分

336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目10-1

月・火・水・金 9:00～19:00
048-845-1188 木 9:00～13:00
土 9:00～17:00

JR埼京線・武蔵野線「武蔵浦和駅」から徒歩1分
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アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜関東エリア＞
店舗名

郵便番号

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段
(1)JR｢北浦和駅｣東口より「市立病院行」バス終点下車徒歩
1分
(2)JR｢浦和駅｣東口より「市立病院行」バス終点下車徒歩1
分
(3)JR｢東浦和駅｣より「馬場折り返し場行」バス終点下車徒
歩5分

アイン薬局 浦和店

336-0911 埼玉県さいたま市緑区三室字北宿2467-19

048-810-5685 月～金 9:00～18:00

コーカ堂調剤薬局

336-0932 埼玉県さいたま市緑区中尾577-1

048-873-6231 月・火・木～土 9:00～18:30 北浦和駅より東部バスで8分 西宿駅下車すぐ

336-0962 埼玉県さいたま市緑区大字下野田656

月・水・金 9:00～20:00
火 9：00～18:30
048-829-7893
木 8:30～16:30
土 9:00～14:00

埼玉高速鉄道線「浦和美園駅」より徒歩2分

337-0012 埼玉県さいたま市見沼区東宮下272-1

月～金 9:00～18:00
048-685-9393
土 9:00～13:00

(1)東武アーバンパークライン（野田線）七里駅より徒歩20分
(2)JR北浦和駅より「東宮下行」バス２５分七里小学校前下
車徒歩1分

あさひ調剤薬局 七里店

337-0012 埼玉県さいたま市見沼区東宮下272-5

月～金 9:00～18:00
048-689-1193
土 9:00～13:00

(1)東武アーバンパークライン（野田線）七里駅より徒歩20分
(2)JR北浦和駅より「東宮下行」バス25分七里小学校前下
車徒歩1分

サワムラ薬局

337-0015 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼548-1

048-688-8101

月～金 9:00～19:00
土 9:00～14:00

(1)JR大宮駅東口より「岩槻行」又は「宮下行」バス15分。八
木アンテナ下車徒歩2分
(2)東武アーバンパークライン（野田線）七里駅より徒歩20分

みぬま薬局

337-0041 埼玉県さいたま市見沼区南中丸108

048-686-9355 月～土 9:00～18:00

エース薬局

337-0051

あさひ調剤薬局 東大宮店

337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5丁目38-3

アイン薬局 浦和美園店

はなまる薬局 七里店

埼玉県さいたま市見沼区東大宮
7丁目72-37

JR大宮駅東口より国際興業バスのりば⑥⑦「芝川新橋」下
車徒歩3分

月～水・金・土 9:00～19:00 (1)東武アーバンパークライン（野田線）大和田駅より徒歩15
048-682-1701 木 9：00～17：00
分
(2)JR東大宮駅より徒歩18分
日 9:00～12:00
048-687-0201

月・火・木・金 9:00～20:00
水・土 9:00～18:00

JR東大宮駅東口より徒歩2分

アイン薬局 大宮店

338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合9丁目12-1

048-840-0729 月～金 9:00～18:00

(1) JR・東武アーバンパークライン（野田線）・ニューシャトル
「大宮駅」下車西口より徒歩約10分
(2)車で国道17号「上落合」交差点大宮駅寄り200m
(3)車で首都高速大宮線「新都心西」より直進、国道17号
「上落合」交差点を左折

アイン薬局 草加店

340-0001 埼玉県草加市柿木町1126-8

月～水・金 9:00～18:30
048-954-9193 土 9:00～17:00
日 9:00～12:00

(1)東武鉄道 伊勢崎線 「新田駅」 バス柿木循環「柿木公民
館」より徒歩3分
(2)JR武蔵野線「越谷レイクタウン駅」より徒歩24分

ふれあい薬局

埼玉県八潮市中央1丁目8-4
340-0816
恩田ビル101

月～水・金 9:00～19:00
048-999-7716 木 9:00～17:00
土 9:00～15:00

つくばエクスプレス八潮駅から市役所行きバス 10分 若柳
駅下車 徒歩3分

ゆめみ野薬局

343-0112 埼玉県北葛飾郡松伏町松葉1丁目5-1

048-991-1193 月～水・金 9:00～18:30

(1)東武伊勢崎線北越谷駅より「エローラ・ゆめみ野東行」バ
ス20分。「ゆめみ野東」下車徒歩5分
(2)JR吉川駅より「エローラ・ゆめみ野東行」バス30分。「埼
玉野村病院前」下車1分
(3)東武伊勢崎線新越谷駅・JR武蔵野線南越谷駅より「東
埼玉テクノポリス行」バス25分。「松伏小学校前」下車3分

中央1丁目薬局

344-0067 埼玉県春日部市中央1丁目56-16

月～木 9:00～17:00
048-731-0288 金 9:00～20:00
土 9:00～12:15

春日部駅西口から徒歩5分

アイン薬局 春日部店

344-0067

048-689-3695 月～金 8:45～17:30

東武鉄道「春日部駅」から徒歩10分

埼玉県春日部市中央6丁目8-3
住地ビル101

わかば薬局 宮代店

345-0836 埼玉県南埼玉郡宮代町大字和戸1509-3

(1)JR久喜駅より循環バス（東循環、又は東西連絡東行
月～水・金・土 9:00～19:00 き）、約８分。「沖の後」バス停下車徒歩2分
0480-31-1193
木 9:00～17:00
(2)東武伊勢崎線和戸駅より、循環バス、約12分。「旧沖の
山グラウンド」バス停下車すぐ

わかば薬局 駅前店

346-0003 埼玉県久喜市久喜中央2丁目2-7

0480-24-5593 月～土 8:30～17:30

JR久喜駅より徒歩5分

わかば薬局 久喜店

346-0003 埼玉県久喜市久喜中央4丁目1-14

月・火・木・金 9:00～19:00
0480-21-8193 水 9:00～17:00
土 9:00～18:00

JR久喜駅、東武伊勢崎線久喜駅より徒歩5分

こまち薬局

346-0004 埼玉県久喜市南1丁目9-6

月～水・金 9:00～18:15
0480-24-4193 木 9:00～17:00
土 9:00～16:15

(1)JR久喜駅より徒歩7分
(2)東武鉄道伊勢崎線久喜駅より徒歩7分

わかば薬局 本町店

346-0005 埼玉県久喜市本町2丁目16-39

0480-25-1193

アイン薬局 羽生店

348-0044 埼玉県羽生市上岩瀬550-1

048-501-7052

ノエル薬局

349-0135 埼玉県蓮田市大字井沼字988-3

わかば薬局 白岡店

349-0212

しらさぎ薬局

349-1155 埼玉県加須市砂原283-1

埼玉県白岡市新白岡4丁目13-3
新白岡駅前ホスピタリティパーク1F

月～金 8:30～18:30
土 8:30～17:30

月～金 9:00～19:30
土 9:00～17:00
月～水・金 8：00～19：00
048-766-4193 木 8：00～12：00
土 8:00～13：00
月～金 9:00～19:00
0480-92-8808
土 9:00～13:00
0480-72-8193

8 / 14 ページ

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

(1)JR久喜駅、東武久喜駅より徒歩15分
(2)JR久喜駅、東武久喜駅より朝日バス「菖蒲仲橋行き」バ
ス5分。「本町1丁目」バス停下車徒歩1分
(1)東武伊勢崎線｢羽生駅｣より徒歩１12分
(2)秩父鉄道｢羽生駅｣より徒歩１12分
JR蓮田駅西口発「菖蒲車庫・丸谷・八幡神社行き」バス「井
沼」バス停下車徒歩1分
JR宇都宮線 新白岡駅より徒歩1分
JR栗橋駅西口より車5分

アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜関東エリア＞
店舗名

郵便番号

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段
(1)西武新宿線本川越駅下車徒歩5分
(2)東武東上線川越市駅徒歩10分

はつかり薬局

350-0042 埼玉県川越市中原町1丁目12-3

049-223-3480 月～土 9:00～18:00

アルル薬局

350-0046 埼玉県川越市菅原町20-19

049-223-0555

月・火・木・金 9:00～18:00
土 9:00～15:15

JR川越線川越駅、東武東上線川越駅より徒歩3分

はなまる薬局 坂戸店

350-0202 埼玉県坂戸市小沼844-3

049-280-9393

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

「坂戸市内循環」バス「小沼」バス停下車徒歩5分

アイン薬局 坂戸店

350-0233 埼玉県坂戸市南町31-8

049-288-6630 9:00～18:00

はなまる薬局 毛呂山店

350-0461 埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目3-1

049-294-4193

月～金 9:00～19:00
土 9:00～15:00

越生線 東毛呂駅より徒歩10分

霞ヶ関薬局

350-1103

埼玉県川越市霞ヶ関東1丁目8-11
第3七光ビル2F

049-272-7183

月・火・木～土 9:30～
12:00、13:00～18:30

東武｢霞ヶ関駅｣より徒歩5分

もりと薬局

350-1211 埼玉県日高市大字森戸新田102-7

042-986-0093

月～金 9:00～18:00
土 9:00～14:00

JR川越線 武蔵高萩駅より徒歩20分

チェリー薬局

350-1331 埼玉県狭山市新狭山3丁目11-6

月・火・木・金 9:00～19:00
04-2900-1193 土 9:00～13:00
日 9:00～12:00

まんぼう薬局

350-1333 埼玉県狭山市上奥富174-5

04-2900-3001

はなまる薬局 新座店

352-0001 埼玉県新座市東北1丁目6-1

月～金 9:00～18:30
048-487-6866
土 9:00～17:30

イイズカ調剤薬局

354-0035 埼玉県富士見市ふじみ野西1丁目-25-1

049-263-3995

月～金 9:00～19:00
土 9:00～13:00

東武東上線ふじみ野駅西口より徒歩3分

あさひ調剤薬局 小川店

355-0321 埼玉県比企郡小川町小川1520

0493-72-4193

月～金 9:00～18:00
第1、3、５土 9:0～16:00

(1)東武東上線小川町駅より徒歩15分
(2)東武東上線小川町駅より「熊谷駅行」バス6分「日赤入
口」下車徒歩1分

はなまる薬局 飯能店

357-0025 埼玉県飯能市栄町8-9

042-972-1100 月～土 9:00～19:00

JR八高線東飯能駅徒歩5分

はなまる薬局（入間）

358-0031 埼玉県入間市新久936-1

月～金 9:00～18:30
04-2966-4193
土 9:00～12:30

(1)西武池袋線 仏子駅より徒歩20分
(2)西武バス 入間市駅より中神・河辺駅・青梅駅方面 ペ
アーレ入間入口下車徒歩5分
(3)圏央道入間インターから車で10分

すずらん薬局

358-0053 埼玉県入間市大字仏子935-9

04-2932-7121

月～木 9:00～18:00
金・土 9:00～17:00

みどり薬局

358-0054 埼玉県入間市野田947-6

04-2932-5905

(1)西部新宿線狭山市駅西口より「飯能駅北口、笹井経由
月～水・金・土 9:00～18:00
行」バス「西部入間病院バス亭」下車すぐ
木 9:00～17:0
(2)仏子駅より車で5分

星薬局

埼玉県所沢市東所沢1丁目4-1
359-0021
ヤマザキビル1F

月・火・木・金 9:00～18:00
04-2944-2800 水 9:00～17:00
土 9:00～13:30

JR武蔵野線「東所沢駅下車」徒歩3分

星薬局分店

359-0021 埼玉県所沢市東所沢1丁目2-1

月・火・木・金 9:00～18:45
04-2945-5357 水 9:00～18:00
土 9:00～14:00

JR武蔵野線「東所沢駅下車」徒歩1分

はなまる薬局 所沢店

359-1106 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘1丁目30-5

04-2926-4193

はなまる薬局 金山店

359-1128

アイン薬局 熊谷店

360-0012 埼玉県熊谷市上之3851-5

048-520-3838

月～金 8:30～18:00
土 8:30～13:00

(1)JR高崎線または秩父鉄道｢熊谷駅｣南口より熊谷市ゆう
ゆうバス（ブルーバス）「生協病院前」下車

なつめ薬局

360-0013 埼玉県熊谷市中西4丁目6-1

048-529-7777

月～金 9:00～18:00
土 9:00～14:00

JR熊谷駅発「犬塚行き」バス「総合病院前」バス停下車徒歩
1分

すえひろ薬局

360-0031 埼玉県熊谷市末広3丁目12-19

048-522-9393 月～土 9:00～18:00

アイン薬局 つくば店

360-0043 埼玉県熊谷市星川2丁目45

048-526-1593 月～水・金・土 9:00～19:00 JR高崎線・秩父鉄道 熊谷駅より徒歩10分

アイン薬局 行田店

埼玉県所沢市金山町8-5
煉瓦館126 1F

361-0056 埼玉県行田市持田393-4

アイン薬局 行田新店

361-0056 埼玉県行田市持田421-1

行田薬局

361-0078

埼玉県行田市中央9-5
栗原興業ビル1F

月・火・木・金 9:00～18:00
水・土 9:00～17:0

月～金 9:00～18:30
土 9:00～12:30

04-2940-9393 月～土 9:00～18:00

048-553-0354 月～土 9:00～18:00

東武東上本線「坂戸駅」より徒歩10分

西武新宿線新狭山駅南口より徒歩1分

西武鉄道新宿線新狭山駅より徒歩20分
(1)東武東上線志木駅より徒歩8分
(2)東武東上線志木駅より「所沢駅東口」「清瀬駅北口」「新
座団地」行きなどバス2分。「新座志木中央総合病院」下車
徒歩すぐ。

西武池袋線仏子駅より徒歩1分

西武池袋線狭山ヶ丘駅東口より徒歩5分
西武池袋線西所沢駅より徒歩７分

JR熊谷駅より徒歩15分

(1) JR高崎線「吹上駅」東口より「行田車庫行き」バス(前谷
経由)にて「新田入り口」下車徒歩5分
(2) JR高崎線「吹上駅」東口より市内循環バス「行田病院
前」下車徒歩1分 (行田総合病院、行田クリニック前)

048-564-6140

月～土 10:00～19:00
日・祝日 9:00～18:00

(1) JR高崎線「吹上駅」東口より「行田車庫行き」バス(前谷
経由)にて「新田入り口」下車徒歩5分
(2) JR高崎線「吹上駅」東口より市内循環バス「行田病院
前」下車徒歩1分

048-553-5735

月～水・金 9:00～18:15
土 9:00～12:00

秩父線行田市駅より徒歩2分
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アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜関東エリア＞
店舗名

郵便番号

所在地

アイン薬局 上尾二ツ宮店

362-0017 埼玉県上尾市二ッ宮955-1

いずみ薬局

362-0035

埼玉県上尾市仲町1丁目8-32
オバナビル1F

アイン薬局 上尾駅前店

362-0036 埼玉県上尾市宮本町3-2 209

まりも薬局

364-0002

アイン薬局 北本店

364-0014 埼玉県北本市二ツ家2-139

埼玉県北本市宮内1-202
黒沢マンション1F

電話番号

営業時間

月～金 9:00～18:15
048-871-8793
土 9:00～18:00

主な交通手段
(1)上尾駅東口の4番乗り場から朝日バスで10分。二ツ宮バ
ス停下車徒歩3分
(2)上尾駅からタクシーで10分
(3)上尾駅から徒歩で20分

月～金 9:00～18:30
土 9:00～14:00

JR上尾駅より徒歩3分

月～金 9:00～19:00
048-871-5893 土 9:00～18:00
日 9:00～13:00

JR上尾駅より徒歩5分

048-776-2332

048-592-6351

月・火・木・金 9:00～18:00
水・土 9:00～14:00

月～水・金 9:00～18:00
048-598-8193 木 9:00～17:00
土 8:30～12:00

JR北本駅より徒歩15分

JR桶川駅より巡回ﾊﾞｽで「三国ｺｶｺｰﾗ前」下車、徒歩5分

めぐみ薬局（さいたま調剤）365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣323-4

048-540-3355

月～水・金 8:30～18:00
土 8:30～13:30

JR高崎線鴻巣駅東口より「免許センター行き」バス10分。
「免許センター」バス停下車徒歩5分。

上柴薬局

366-0026 埼玉県深谷市上柴町西2丁目14-44

048-551-2555

月～水・金 9:00～18:30
土 9:00～17:00

(1)JR深谷駅より深谷市コミュニティバス「くるリン」約7分
「深谷日赤」バス停下車、徒歩5分
(2)深谷駅よりﾀｸｼｰで約5分

あさひ調剤薬局 本庄店

367-0031 埼玉県本庄市北堀811-2

(1)JR本庄駅より徒歩15分
0495-22-4193 月～水・金・土 9:00～18:00 (2)JR本庄駅南口より「寄居車庫行き」バス5分 本庄文化
会館入口バス停下車徒歩2分
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アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜関東エリア＞

＜千葉県＞
店舗名
アイン薬局 千葉仁戸名店

郵便番号

所在地

電話番号

営業時間
月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

主な交通手段
JR千葉駅より「千葉リハビリセンター行」バス25分、「千葉県
がんセンター」下車徒歩1分

260-0801 千葉県千葉市中央区仁戸名町681

043-209-1910

ほたる薬局 あびこ店

270-1166 千葉県我孫子市我孫子字並塚1860-4

月～金 8:30～18:00
04-7136-1493
土 8:30～14:00

(1)JR我孫子駅より車で10分
(2)我孫子駅南口駅より「東我孫子車庫行き」バス10
分。「我孫子市役所」バス停下車、徒歩1分。

ささのは薬局

270-1431 千葉県白井市根120-48

月・火・水・金 8:30～18:30
047-498-0088 木 9:00～17:00
土 8:30～12:30

北総鉄道・北総線「白井駅」より徒歩 5分

アイン薬局 西白井店

270-1431 千葉県白井市根1778-8

月～水・金 9:00～18:30
047-497-6166 木 9:00～17:00
土・日 9:00～13:00

北総鉄道・北総線「西白井駅」より徒歩15分

アイン薬局 北総店

270-1613 千葉県印西市鎌苅1591

0476-80-5575 月～土 9:00～18:00

(1)北総鉄道「印旛日本医大駅」より徒歩20分
(2)「日本医科大学千葉北北総病院」無料バス下車5分

アイン薬局 五香店

270-2213

アイン薬局 ときわ平店

047-394-1193

月～金 9:00～18:00
土 9:00～14:30

新京成線元山駅より徒歩15分

270-2251 千葉県松戸市金ヶ作103-1

047-394-5311

月～金 9：00～18：00
土 9:00～13:00

新京成線「常盤平駅」より徒歩6分

アイン薬局 千葉西店

270-2251 千葉県松戸市金ヶ作89-5

047-700-5891

月～金 9:00～18:00
土 9:00～14:00

新京成線「常盤平駅」より徒歩6分

アイン薬局 北松戸店

千葉県松戸市上本郷902-5
271-0064
パークキューブ北松戸1F

月・水・木・金 9:00～18:00
火 9:00～12:30
047-710-0111
第1、3土 9:00～17:00
第2、4、5土 9:00～12:00

JR「北松戸駅」より徒歩3分

アイン薬局 国府台店

272-0827 千葉県市川市国府台3丁目1-29

047-703-7856 月～金 9:00～18:00

(1)北総線「矢切駅」より徒歩18分
(2)京成本線「国府台駅」より徒歩15分

047-711-5811 月～金 9:00～18:00

(1)JR常磐線「松戸駅」より京成バスで15分
(2)北総鉄道「矢切駅」より徒歩18分または京成バスで5分
(3)JR総武線「市川駅」より京成バスで15分
(4)京成電鉄「京成国府台駅」より徒歩20分または京成バス
で5分

月～金 9:00～18:00
土 9:00～17:00

(1)新京成電鉄・新京成線「三咲駅」よりバスで「セコメディッ
ク病院前」下車徒歩約1分
(2)新京成電鉄・新京成線「北習志野駅」よりバスで「セコメ
ディック病院前」下車徒歩 1分

国府台調剤薬局

千葉県松戸市五香8丁目39-5
五香スクールハイツ1F

272-0827 千葉県市川市国府台3丁目1-29

アイン薬局 とよとみ店

274-0053 千葉県船橋市豊富町700-10

アイン薬局 習志野店

275-0006

アイン薬局 新八千代店

047-490-6670

月・火・木・金 8:30～18:30
047-470-1291 水 9:00～18:00
土 8:30～17:00

(1)京成線「大久保駅」より徒歩18分
(2)JR「津田沼駅」より｢三山車庫行き｣バス「東邦中学高校
前」下車徒歩1分

276-0015 千葉県八千代市米本1545-21

047-480-5630 月～土 9:00～18:00

京成電鉄「勝田台駅」より東洋バス「米本団地入口」下車徒
歩2分

ほたる薬局 2号店

277-0032 千葉県柏市名戸ｹ谷西小橋712-1

月～金 9:00～18:00
04-7168-4193
土 9:00～14:00

JR及び東武アーバンパークライン（野田線）柏駅東口
より「名戸ヶ谷行」バス17分。終点「名戸ヶ谷」下車
徒歩2分

ほたる薬局

277-0032 千葉県柏市名戸ｹ谷西小橋689-1

04-7163-3515

月～金 9:00～18:00
土 9:00～14:00

末広薬局

277-0842 千葉県柏市末広町9-14

04-7148-7200

月～水・金・土 8:30～18:00
「柏駅」より徒歩3分
木 8:30～13:00

アイン薬局 柏駅前店

277-0842 千葉県柏市末広町9-14 小竹ビル

月～水・金 9:00～19:00
04-7142-3171 木 9:00～17:00
土 9:00～18:00

JR「柏駅」より徒歩3分

アイン薬局 野田店

278-0037 千葉県野田市野田1225-27

04-7126-2911 月～土 9:00～18:00

東武アーバンパークライン（野田線）「愛宕駅」より徒歩15分

047-316-7477 月～土 9:00～18:00

(1)JR京葉線「新浦安駅」下車徒歩13分
(2)「新浦安駅」南口バスターミナルより「日の出東行」東京
ベイシティバス（系統17番）で5分

月～水・金・土 10:00～
20:00
047-304-1219
木 10:00～18:00
日 10:00～15:00

JR京葉線「新浦安駅」よりバス10分

(1)JR「大網駅」より「季美の森行」バス「わかば公園前」下車
徒歩2分

千葉県習志野市泉町3丁目1-5
ファーストエイド24 1F

千葉県浦安市日の出1丁目1-25
アイン薬局 メディカルガーデン新浦安店
279-0013
メディカルガーデン新浦安

千葉県浦安市明海4丁目1-1
イトーヨーカドー1F

JR及び東武アーバンパークライン（野田線）柏駅東口より
「名戸ヶ谷行」バス15分。終点「名戸ヶ谷」下車徒歩2分

アイン薬局 新浦安店

279-0014

アイン薬局 東千葉店

283-0823 千葉県東金市山田589-1

0475-77-7231 月～金 9:00～18:00

アイン薬局 五井店

290-0056 千葉県市原市五井5168-3

0436-26-7128

月～金 9:00～19:00
土 9:00～18:00

JR内房線「五井駅」より徒歩15分

くりの木薬局

299-0111 千葉県市原市姉崎西1丁目13-9

0436-62-8193

月・木・金 9:00～18:30
火・水・土・日 9:00～17:00

JR姉ヶ崎駅より徒歩3分
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＜茨城県＞
店舗名

郵便番号

所在地

電話番号

営業時間
月～水・金 9:00～19:00
木・土 9:00～13:00

主な交通手段

つかもと調剤薬局 下根店

300-1207 茨城県牛久市ひたち野東3丁目2-2

029-893-3777

つかもと調剤薬局 明野南店

300-4524 茨城県筑西市中上野712-4

0296-20-5103 月・火・木～土 8:30～18:30 関東鉄道常総線騰波ノ江駅より車で１０分

かしわや薬局 栗山店

304-0067 茨城県下妻市下妻乙339－１

0296-43-1320

つかもと調剤薬局 桜店

305-0001 茨城県つくば市栗原3565-4

029-850-6355 月～水・金・土 9:00～18:30 TXつくば駅より車で１４分

つかもと調剤薬局 三和店

306-0126 茨城県古河市諸川827-4

0280-77-1818

つかもと調剤薬局 協和店

309-1101 茨城県筑西市小栗5624-7

0296-57-5551 月～水・金・土 8:30～18:30 JR水戸線新治駅より車で１０分

つかもと調剤薬局 岩瀬店

309-1211 茨城県桜川市岩瀬206-4

0296-70-8122 月～土 9:00～18:00

ＪＲ水戸線岩瀬駅より徒歩１０分

アイン薬局 土浦店

300-0023 茨城県土浦市沖宿町八幡前2762-3

029-846-7111 月～金 9:00～18:00

JR「土浦駅」よりバスで10分

つかもと調剤薬局 牛久店

300-1203 茨城県牛久市下根町字新田773-6

つかもと調剤薬局ひたち野店 300-1207 茨城県牛久市ひたち野東2丁目20-9

月～金 9：00～18:00
土 9:00～12:00

月・火・木・土 8:30～18:30
金 8:30～17:30

ＪＲ常磐線ひたち野牛久駅より徒歩15分

(1)関東鉄道常総線下妻駅より徒歩15分
(2)関鉄パープルバス「二高前」より徒歩5分

諸川バス停より徒歩５分

(1)JR常磐線ひたち野牛久駅より徒歩２０分
月～水・金・土 8:30～18:30 (2)牛久市コミュニティバスかっぱ号（運動公園ルート） クリ
029-870-3066
木 8:30～13:00
ニックビレッジ入口より徒歩３分
月～水・金 8:30～18:30
土 8:30～17:30
月・水・金 9:00～19:00
029-873-9790 火・木・土・日・祝日 9:00～
18:00
月～金 9:00～18:00
0297-85-8702
土 9:00～13:00
029-869-9480

JR常磐線ひたち野牛久駅より徒歩1５分
JR｢牛久駅｣東口より「牛久浄苑行」バス「第6東宝ランド入
口」下車徒歩1分

アイン薬局 牛久柏田店

300-1211 茨城県牛久市柏田町1583-6

アイン薬局 藤代店

300-1546 茨城県取手市岡1462-5

アイン薬局 つくば篠崎店

300-3264 茨城県つくば市篠崎503-2

029-864-8001

月～水・金 8:45～18:15
土 8:00～18:15

関東鉄道バス「大穂支所」下車徒歩30分以上

アイン薬局 つくば北条店

300-4231 茨城県つくば市北条5117

029-850-7711

月～金 9:00～18:00
土 9:00～15:00

関東鉄道バス「つくば支所前」下車徒歩5分

アイン薬局 龍ヶ崎米町店

301-0000 茨城県龍ヶ崎市六斗蒔8655

月～水・金 9:00～18:00
0297-62-5484 木 9:00～17:00
土 9:00～14:00

アイン薬局 佐貫店

301-0007 茨城県龍ヶ崎市馴柴町1区15-5

(1)JR「佐貫駅」より徒歩5分
月～水・金・土 9:00～18:30
0297-60-2300
(2)JR「佐貫駅」東口よりバス「若柴南」「馴柴公民館前」下車
木 9:00～13:00
徒歩1分

アイン薬局 龍ヶ岡店

301-0854 茨城県龍ヶ崎市中里1丁目1-12

0297-61-0231

アイン薬局 取手店

302-0015 茨城県取手市井野台5丁目1-21

月～金 9:00～18:00
0297-77-5100 第1､3､5土 9:00～13:00
第2､4土 9:00～18:00

アイン薬局 守谷ひがし野店

302-0108 茨城県守谷市松並1580-2

0297-47-8131

アイン薬局 守谷店

302-0118 茨城県守谷市立沢981-7

0297-48-9670 月～土 9:00～18:00

アイン薬局 水海道店

303-0016 茨城県常総市新井木町122-10

0297-22-3351

アイン薬局 つくば天久保店

305-0005 茨城県つくば市天久保1丁目1-6

アイン薬局 つくば竹園店

305-0032

アイン薬局 つくば上横場店

305-0854 茨城県つくば市上横場2573-128

アイン薬局 つくば学園店

305-0854 茨城県つくば市上横場2365-3

029-839-2300 月～土 9:00～18:00

すみれ薬局

306-0.631 茨城県坂東市岩井3322-2

(1)東武アーバンパークライン（野田線）野田市駅より「岩井
月・火・木～土 8:00～18:30 車庫行」バス「岩井局」バス停下車2分
0297-36-2121
水 8:00～16:00
(2)つくばエキスプレス線守谷駅より「岩井車庫行」バス「岩
井局」バス停下車2分

くるみ薬局

306-0002 茨城県古河市三杉町2丁目28-1

月・火・木・金 9:00～18:15
0280-33-0013 水 9:00〜15:00
土 9:00～13:00

アイン薬局 古河本町店

306-0023 茨城県古河市本町4丁目11-8

0280-30-1193

月～水・金 9:00～18:30
木・土 9:00～12:30

あおば薬局

306-0023 茨城県古河市本町1丁目10-6

0280-33-0913

月～水・金・土 9:00～18:15
JR古河駅より徒歩7分
木 9:00〜18:00

つくし薬局

306-0023 茨城県古河市本町2丁目4-36

0280-31-3472 月～水・金・土 9:00～18:00 JR古河駅より徒歩5分

古河薬局

306-0023 茨城県古河市本町1丁目2-26

0280-32-9231

月～水・金 8:45～18:00
土 9:00～16:00

まきば薬局

306-0037 茨城県古河市錦町1-54

0280-22-0200

月・火・木～土 9:00～18:00
JR古河駅より徒歩20分
水 9:00〜17:00

茨城県つくば市竹園3丁目18-2
竹園ショッピングセンター内

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

関東鉄道｢龍ヶ崎駅｣より徒歩15分

(1)JR「佐貫駅」東口より「白羽行き」関東鉄道バス「済生会
病院」下車徒歩2分
(2)龍ヶ崎市コミュニティーバス「済生会病院」下車徒歩2分
(1)JR「取手駅」より徒歩20～30分
(2)JR「取手駅」西口より「取手協同病院行」バスで10分
(3)関東鉄道「西取手駅」より徒歩15分

月～水・金・土 9:00～18:00 (1)TX「守谷駅」より徒歩10分
木 9:00～17:00
(2)関東鉄道「守谷駅」より徒歩10分

月～金・第2、4土 9:00～
18:00

月～金 9:00～18:00
029-858-2877 土 9:00～17:30
日・祝日 9:00～21:00
月・火・木・金 9:00～18:00
029-851-4395 水 9:00～17:00
土 9:00～15:00
月～土 9:00～22:00
029-837-2411 日 9:00～18:00
祝日 9:00～22:00
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JR｢取手駅｣より「守谷駅東口行」バス「岡南」下車徒歩1分

JR・TX｢守谷駅｣よりコミュニティバスで5分
(1)関東鉄道常総線｢水海道駅｣より徒歩20分
(2)関東鉄道常総線｢水海道駅｣よりバス「きぬ医師会病院」
下車徒歩2分
(1)TX｢つくば駅｣より徒歩20分
(2)TX｢つくば駅｣よりバス「メディカルセンター前」下車徒歩5
分
(1)TX｢つくば駅｣より徒歩20分
(2)TX｢つくば駅｣より「土浦駅西口および荒川駅西口行き」
バス｢竹園2丁目｣下車
TX｢つくば駅｣よりバス｢学園病院前停留所」下車徒歩5分
関東鉄道バス「谷田部車庫」または「筑波学園病院前」下車
徒歩2分

(1)JR古河駅より徒歩20分
(2)JR古河駅東口より「菅谷行」「北茂呂行」「友愛記念病院
行」バス5分。「旭町」下車徒歩15分
JR宇都宮線「古河駅」より徒歩10分

JR古河駅より徒歩5分

アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜関東エリア＞
店舗名

郵便番号

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段
(1)ＪＲ古河駅西口発「栗橋駅行き」バス 「企業団地入
口」バス停下車徒歩5分
(2)ＪＲ古河駅より車で10分

ももの木薬局

306-0056 茨城県古河市大字坂間字南谷71-1

月～木 9:00～18:00
0280-48-0003
金・土 9:00～17:00

アイン薬局 諸川店

306-0111 茨城県古河市大和田1803-6

0280-23-1791

月～金 9:00～18:00
土 14:00～15:00

古河駅から茨城急行・「大和田」ﾊﾞｽ停下車、徒歩1分。

アイン薬局 総和店

306-0221 茨城県古河市駒羽根830-2

0280-92-5622

月～金 9:00～18:30
土 9:00～14:30

JR古河駅東口より、JRバス「大綱」行き又は「松本」行きに
て「総和中央病院前」下車徒歩1分

ひのき薬局

306-0221 茨城県古河市駒羽根113-2

月～水・金 8:30～19:00
木 8:00～16:00
0280-92-7801
土 8:30～18:00
日 8:30～13:00

あかね薬局

306-0515 茨城県坂東市沓掛神明842

0297-44-2882

ひばり薬局

306-0515 茨城県坂東市沓掛4483-4

つかもと調剤薬局 下館店

308-0051 茨城県筑西市岡芹998-5

オリーブ薬局 友部中央店

309-1703 茨城県笠間市鯉淵6526-91

0296-78-2323

アイン薬局 こいぶち店

309-1703 茨城県笠間市鯉淵6526-90

0296-71-3261 月～金 9:00～18:00

JR「友部駅」より「中央病院行」バス「中央病院」下車徒歩1
分

病院まえドラッグ

309-1703 茨城県笠間市鯉淵6526-236

0296-78-0401 月～金 9:00～19:00

JR友部駅より「中央病院行」バス10分
「中央病院」下車徒歩1分

アイン薬局 友部旭町店

309-1717 茨城県笠間市旭町653-8

0296-71-2105

茨城調剤薬局 泉町店

310-0026

茨城調剤薬局 千波店

茨城県水戸市泉町1丁目2-4
第一生命ビル1F

JR古河駅東口よりJRバス関東「東駒羽根バス停」より徒歩
5分

月～水・金・土 9:00～19:00
市内循環バス坂東号 『西村南』バス停より徒歩5分
木 9:00～18:00
(1)坂東市役所より車で10分
月～金 9:00～18:00
0297-44-2010
(2)守谷駅より関東鉄道バス50分「ホスピタル坂東」バス停
土 9:00～15:00
下車すぐ
月・火・木～土 8:30～18:30
0296-20-1077
真岡鉄道 二高前駅より徒歩20分
水 8:30～13:00
月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

月・火・木・金 9:00～18:00
水 9:00～19:00

JR｢友部駅｣より「県立中央病院行」バス5分

JR「友部駅」より「友部病院行」バス「友部病院」下車徒歩3
分

029-303-1880 月～土 9:00～18:00

(1)JR「水戸駅」北口より徒歩15分
(2)JR「水戸駅」北口よりバスで「泉町1丁目」下車徒歩3分

310-0851 茨城県水戸市千波町1234-45

029-305-3601 月・火・木～土 8:30 ～18:00

(1)JR「水戸駅」より車で5分
(2)JR「水戸駅」より徒歩20分

那珂中央薬局

311-0105 茨城県那珂市菅谷5497-1

029-352-1123 月～水・金・土 9:00～19:00 JR「上菅谷駅」より徒歩10分

若草薬局

311-0105 茨城県那珂市菅谷663-32

029-352-0771

月・火・木・金 9:00～20:00
土 9:00～17:00

JR「上菅谷駅」より徒歩8分

七福薬局

311-0110 茨城県那珂市竹ノ内2丁目14-8

029-352-1789

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:30

JR「中菅谷駅」より徒歩10分

茨城調剤薬局 後台店

311-0111 茨城県那珂市後台3127-47

029-270-8817

月・火・木・金 9:00～18:30
土 9:00～17:30

(1)JR「後台駅」より車で7分
(2)JR「後台駅」より徒歩15分

アイン薬局 なめがた店

311-1715 茨城県行方市小幡1101-41

0291-32-9021

月～金 8:45～17:45
第1、3、5土 8:45～12:45

JR「土浦駅」より車で40分

アイン薬局 潮来店

311-2421 茨城県潮来市辻416-1

0299-62-2255

月～金 9:00～18:00
土 9:00～17:15

バス停「潮来車庫」より徒歩10分

アイン薬局 小川店

311-3422 茨城県小美玉市中延644-2

0299-37-0606 月～土 9:00～18:00

アイン薬局 水戸赤塚店

311-4141

アイン薬局 水戸双葉台店

311-4144 茨城県水戸市開江町224-4

029-309-6020 月～金 9:00～18:00

アイン薬局 常北店

311-4303 茨城県東茨城郡城里町石塚1341

029-240-6400

月・水～金 9:00～18:00
火・土 9:00～13:00

茨城交通バス「石塚上町停留所」徒歩5分

茨城調剤薬局 馬渡店

312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡3840-7

029-354-6677

月～水・金 9:00～18:00
木・土 9:00～13:00

JR「勝田駅」よりバスで「本郷団地入口」下車徒歩3分

アイン薬局 ひたちなか店

312-0032 茨城県ひたちなか市津田2824-1

月～水・金 9:00～19:00
029-354-5070 木 9:00～13:00
土 9:00～17:00

アイン薬局 かつた店

312-0057

茨城調剤薬局 佐竹南台店

313-0049 茨城県常陸太田市天神林町870-243

茨城県水戸市赤塚1-1
MIOS S・P内

茨城県ひたちなか市石川町1丁目1
MEGAドン・キホーテ1F

029-251-9451

029-354-5031

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

0294-80-2182 月・火・木～土 9:00～18:00

JR「石岡駅」より車で20分
JR「赤塚駅」より徒歩3分
JR常磐線「赤塚駅」北口より「済生会病院行」茨木交通バス
（北2番）

(1)JR「勝田駅」より車で10分
(2)「常陸津田駅」より車で10分
JR常磐線「勝田台」より徒歩5分
(1)JR「谷河原駅」より車で13分
(2)JR「谷河原駅」より徒歩25分

アイン薬局 神栖店

314-0112 茨城県神栖市知手中央7丁目3405-254

0299-90-6612

月～金 9:00～18:00
土 9:00～15:00

(1)JR鹿島線・臨海大洗鹿島線「鹿島神宮駅」より関東鉄道
バス「神栖済生会病院」下車徒歩1分
(2)JR総武本線「銚子駅」より関東鉄道バス「神栖済生会病
院」下車徒歩1分

アイン薬局 波崎土合店

314-0343 茨城県神栖市土合本町1丁目8762-37

0479-40-5366

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

JR「銚子駅」より鹿島神宮行き海岸線「鹿島労災病院前」下
車徒歩

アイン薬局 石岡店

315-0009 茨城県石岡市大砂10528-43

0299-24-5721

月～金 9:00～18:00
土・日・祝日 9:00～16:00

JR「石岡駅」より車で20分

茨城調剤薬局 高萩店

318-0004 茨城県高萩市上手綱493-1

0293-20-5557

月～金 9:00～17:00
土 9:00～12:30

JR「高萩駅」より車で10分

茨城調剤薬局 舟石川店

319-1111 茨城県那珂郡東海村舟石川689-6

029-283-4526

月・水～金 9:00～19:00
火・土 9:00～18:00

(1)JR「東海駅」より車で5分
(2)JR「東海駅」より徒歩15分

アイン薬局 日立久慈店

319-1222 茨城県日立市久慈町3丁目6-17

0294-25-5547 月～土 9:00～18:00
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JR「大みか駅」より車で10分

アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜関東エリア＞
店舗名

郵便番号

所在地

電話番号

営業時間

茨城調剤薬局 十王店

319-1301 茨城県日立市十王町伊師3448-1

月・水・金 9:00～18:00
0294-20-6866 火 9:00～15:00
土 9:00～13:00

アイン薬局 日立田尻店

319-1416 茨城県日立市田尻町3丁目23-5

0294-44-7127 月～土 9:00～18:00

アイン薬局 北茨城磯原店

319-1541 茨城県北茨城市磯原町磯原2-291

0293-30-6026

アイン薬局 北茨城中郷店

319-1559 茨城県北茨城市中郷町上桜井2535

月・火・木・金 8:30～17:30
0293-30-7510 水 8:30～16:30
土 8:30～12:30

アイン薬局 常陸大宮店

319-2145 茨城県常陸大宮市宇留野3090-5

0295-55-8870

茨城調剤薬局 常陸大宮店

319-2256 茨城県常陸大宮市田子内町3034-4

0295-53-9901 月～金 9:00～18:00

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

月～水・金 9:00～18:00
木・土 9:00～13:00

主な交通手段
(1)JR「十王駅」より車で5分
(2)JR「十王駅」より徒歩15分
常磐線「小木津駅」よりバス「下田尻」下車5分
JR「磯原駅」より徒歩10分
(1)JR「磯原駅」より徒歩30分
(2)JR「磯原駅」より車で5分
JR水郡線「常陸大宮駅」より徒歩15分
JR「常陸大宮駅」よりバスで「常陸大宮済生会病院」下車

＜栃木県＞
店舗名

郵便番号

所在地

電話番号

営業時間

真岡調剤薬局

321-4363 栃木県真岡市亀山1丁目31-3

月～水・金 8:30～18:30
木 8:30～12:30
0285-80-5411
土 8:30～17:30
第2、4日 9:00～12:00

アイン薬局 鬼怒川店

321-2523 栃木県日光市高徳638-1

0288-70-1022

ヘルシー薬局

329-0434 栃木県下野市祇園 2丁目36-1

0285-40-1280 月～金 9:00～18:00

アイン薬局 河内店

329-1105 栃木県宇都宮市中岡本町466-4

028-671-1260

アイン薬局 岡本店

329-1105 栃木県宇都宮市中岡本町3710-80

月～水・金 9:00～19:00
028-671-2552
第2、4木・土 9:00～13:00

コスモス薬局

329-4311 栃木県下都賀郡岩舟町古江836-5

0282-55-6777

月～金 9:00～18:00
土 9:00～17:00

月～金 9:00～18:00
土 9:00～17:00

月・火・木・金 8:30～18:15
水・土 8:30～12:00

主な交通手段
(1)真岡鉄道 真岡駅より徒歩30分
(2)関東バス石橋駅行上高間木バス停下車 徒歩１５分
(1)東武鬼怒川線「新高徳駅」より徒歩10分
(2)東武バス「獨協大学日光医療センター前」下車徒歩5分
宇都宮線 自治医大駅より徒歩5分
(1)JR「岡本駅」下車徒歩20分
(2)JR「宇都宮駅」より「馬頭車庫行き」バス「中岡本」下車徒
歩3分
(1)JR「宇都宮駅」西口より「奈坪台行」または「釜井台行」バ
ス「奈坪台前」下車徒歩3分
(2)JR「岡本駅」より徒歩25分
(3)JR「岡本駅」より車で7分
(1)JR岩舟駅より車で15分
(2)JR佐野駅より車で15分
(3)東北道佐野藤岡インターより車で20分

＜群馬県＞
店舗名

郵便番号

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段

倉賀野調剤薬局

370-1201 群馬県高崎市倉賀野町453-7

027-386-8887

月～水・金 9:00～18:00
木・土 9:00～13:00

JR高崎線｢倉賀野駅｣より徒歩15分

アイン薬局 前橋店

371-0821 群馬県前橋市上新田町584-10

027-280-5181

月～金 9:00～18:00
第1、3土 9:00～15:00

上信バス「済生会前橋病院前」下車徒歩1分

372-0001 群馬県伊勢崎市波志江町1152-5

月～金 9:00～18:30
0270-40-6302 土 9:00～17:30
日 9:00～13:00

(1)JR「伊勢崎駅」より伊勢崎コミュニティバス（波志江・赤堀
連絡）「石井病院」下車徒歩1分
(2)JR「伊勢崎駅」より車で20分

月～金 9:00～18:00
土9:00～11:00

(1)JR両毛線「伊勢崎駅」よりバス、タクシーで約10分
(2)東武伊勢崎線「新伊勢崎駅」よりバス、タクシーで約10分
(3)市内巡回バス「ふれあい」にて「市民病院北」下車 （伊勢
崎市民病院前）

アイン薬局 伊勢崎はしえ店

アイン薬局 伊勢崎店

372-0817 群馬県伊勢崎市連取本町14-3

0270-24-2424

＜山梨県＞
店舗名

郵便番号

所在地

電話番号

営業時間

アイン薬局 南アルプス店

400-0213 山梨県南アルプス市西野2084-1

055-234-5975 月～土 9:00～18:00

富士五湖調剤薬局

403‐0005 山梨県富士吉田市上吉田6518

0555-21-1080
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月～金 8:30～18:00
土 9:00～12:00

主な交通手段
(1)中部横断自動車道白根ICより3分
(2)｢甲府駅｣より「西野経由小笠原下仲町｣または｢西野経由
鰍沢営業所行き｣バス｢徳州会病院入口｣下車徒歩5分
市内循環バス「市立病院」下車徒歩1分

