アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜近畿エリア＞

＜滋賀県＞
店舗名

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段

リジョイス薬局 大津店

滋賀県大津市富士見台14-19

077-533-1422 月～金 9:00～18:00

(1)JR石山駅よりバス（国道経由浜大津方面行）
滋賀病院（玄関前）
(2)京阪浜大津駅、JR大津駅よりバス（国道経由 石山駅
草津方面行）
滋賀病院（玄関前）

ステーション薬局 石山店

滋賀県大津市粟津町3-2
JR石山駅NKビル301号

月～水・金 9:00～20:00
077-537-7227 木 8:30～16:30
土 9:00～15:00

JR石山駅より徒歩2分

アイン薬局 長浜店

滋賀県長浜市大戌亥町字高御堂254-1

0749-68-2450

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

(1)JR田村駅より徒歩28分
(2)長浜市立病院バス停より徒歩4分

アイン薬局 湖北店

滋賀県長浜市木之本町黒田1086-5

0749-82-8052

月・火・木・金・土
9:00～18:00

(1)JR木之本駅より徒歩15分
(2)湖国バス 湖北病院下車 徒歩すぐ

＜京都府＞
店舗名

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段

ジェイ薬局

京都市下京区烏丸西入東塩小路579-1
山崎メディカルビルB1F

075-343-0600

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

JR｢京都駅｣より徒歩2分

ほのか薬局

京都市下京区烏丸西入東塩小路579-1
山崎メディカルビル1F

075-351-8555

月～金 9:00～20:00
土 9:00～19:00

JR｢京都駅｣より徒歩2分

アイン薬局 四条烏丸店

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺
上る二帖半敷町655 産経京都烏丸ビル1F

月～金 9:00～20:30
075-708-2958 土 9:00～18:00
第1日 9:00～13:00

リジョイス薬局 島原店

京都府京都市下京区小坂町16-2
壬生川ビル１F

075-361-1777

月～金 9:00～17:00
土 9:00～15:00

JR丹波口駅より徒歩10分

リジョイス薬局 七条店

京都府京都市下京区西七条南中野町41-2

075-326-3511

月・火・木・金 9:00～18:00
水・土 9:00～17:00

市バス七条御前

アイン薬局 五条御前店

京都府京都市下京区西七条東御前田町20-1
京都五条クリニック1F

月～水・金9:00～19:00
075-748-9147 土 9:00～13:00
第1日曜日 10:00～13:00

京都市バス「西大路五条」徒歩2分

リジョイス薬局 堀川店

京都府京都市上京区堀川通上
立売下ル北舟橋町843

月・金 9:00～19:30
075-441-8083 火～木 9:00～17:00
土 9:00～14:30

地下鉄今出川駅より徒歩11分

メディオ薬局 御所東店

京都府京都市上京区今出川通寺町
東入ル一真町91

075-255-3556

月～水・金 9:00～19:10
土 9:00～13:00

(1)京都地下鉄線今出川駅より徒歩15分
(2)京阪電車線出町柳駅より徒歩15分

メディオ薬局 薬屋町店

京都府京都市上京区一条通室町
西入ル薬屋町417

075-414-3233

月～金 8:45～17:00
土 8:45～13:00

烏丸線今出川駅より徒歩5分

リジョイス薬局 北野店

京都府京都市上京区御前通
今小路下ル馬喰町911-7

075-467-8355

月～金 9:00～20:30
土 9:00～13:00

市バス北野天満宮

メディオ薬局 今宮小山店

京都府京都市北区小山花ﾉ木町57-3

月～水・金 9:00～19:00
075-494-1155 木9:00～17:00
土 9:00～12:30

京都市営地下鉄北大路駅より徒歩1分

メディオ薬局 御所南店

京都府京都市中京区東洞院通二条上ﾙ壺屋町
516 安部ビル1F

月～水・金 9:00～19:00
木 9:00～13:00 15:30～
075-256-8511
19:30
土 9:00～13:00

(1)地下鉄烏丸線丸太町駅より徒歩3分
(2)地下鉄烏丸線烏丸御池駅より徒歩5分

日新薬局

京都府京都市中京区壬生東高田町2-2
プェネリジェール西五条

075-312-8257 月～金 9:00～18:30

(１)京都市営バス「西大路五条」から徒歩１分
(２)阪急線「西院」から徒歩11分
(３)JR線「丹波口駅」から徒歩11分

アイン薬局
第一日赤病院前店

京都府京都市東山区泉涌寺五葉ノ辻町13-16

075-531-0021

アイン薬局 宇治田原町店

京都府綴喜郡宇治田原町銘城台28-1

月～水・金 9:00～20:30
0774-99-8523 木 9:00～17:00
土 9:00～13:00

リジョイス薬局 六地蔵店

京都府宇治市六地蔵奈良町26-3

0774-38-1555

月～金 9:00～17:30
土 9:00～14:00

(1)京都市営地下鉄東西線六地蔵駅出口③より徒歩1分
(2)JR奈良線六地蔵駅より徒歩3分
(3)京阪宇治線六地蔵駅より徒歩5分

リジョイス薬局 宇治店

京都府宇治市木幡南端40-23

0774-33-8670

月～金 9:00～17:30
土 9:00～13:00

(1)京阪宇治線
(2)JR奈良線

リジョイス薬局 洛南店

京都府宇治市五ヶ庄芝の東12-2

0774-38-0101

月・水～金 9:00～17:00
火 9:00～17:15

(1)京阪宇治線 黄檗駅から 徒歩10分
(2)JR奈良線 黄檗駅から徒歩12分

アイン薬局 宇治店

京都府宇治市神明石塚54-512

0774-48-2122 月～土 9:00～18:00

オーティ薬局 小倉店

京都府宇治市小倉町神楽田10-9

0744-28-2651

月～水・金 9:00～20:00
土 9:00～13:00

近鉄電車「小倉」より徒歩１分

オーティ薬局 伊勢田店

京都府宇治市伊勢田町南山55

0774-44-7711

月～金 9:00～19:30
土 9:00～13:00

近鉄電車「伊勢田」より徒歩2分

リジョイス薬局 桃山店

京都府京都市伏見区桃山町根来18-12
ロイヤルマンション桃山

075-602-9862

月～金 9:00～18:00
土 9:00～14:00

京阪宇治線

月～金 9:00～17:45
土 9:00～12:00
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(1)京都市営地下鉄｢四条駅｣5番出口より徒歩1分
(2)阪急京都線｢烏丸駅｣23番出口より徒歩3分

徒歩2分

徒歩3分

(1)JR奈良線｢東福寺駅｣より徒歩3分
(2)京阪鴨東線｢東福寺駅｣より徒歩3分
(1)JR｢宇治駅｣よりバスで20分
(2)京阪｢宇治駅｣よりバスで25分
(3)近鉄｢新田辺駅｣またはJR｢京田辺駅｣よりﾊﾞｽで20分
（維中前・緑苑坂・宇治田原工業団地行バス)

黄檗駅より 徒歩7分
黄檗駅より 徒歩10分

(1)JR｢小倉駅｣より徒歩8分
(2)近鉄｢小倉駅｣より徒歩10分
(3)近鉄｢伊勢田駅｣より徒歩10分

桃山南口駅

徒歩5分

アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜近畿エリア＞
店舗名

所在地

電話番号

営業時間

アイン薬局 伏見店

京都府京都市伏見区下鳥羽上三栖町128

075-623-4788 月～土 9:00～20:00

リジョイス薬局 淀店

京都府京都市伏見区淀下津町281-3

アイン薬局 四条通店

京都府京都市右京区西院四条畑町30-1
Du四条1F

月・木・金 8:30～19:30
075-323-6737 火・水 8:30～16:30
土 8:30～13:30

リジョイス薬局 桂店

京都府京都市西京区山田平尾町6-6
桂ビル2F

075-394-6211

アイン薬局 太秦天神川店

京都府京都市右京区太秦下刑部町170
プレサンスロジェ太秦天神川駅前1F

月～水・金 9:00～19:30
075-863-0626 木 8:30～16:30
土 9:00～13:00

アイン薬局 亀岡店

京都府亀岡市篠町篠下北裏38-1

0771-29-3905

075-633-5717

月～金 9:00～18:30
土 9:00～13:00

月～金 9:00～17:00
土 9:00～15:00

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

主な交通手段
(1)地下鉄｢竹田駅｣または近鉄｢竹田駅｣より市バス｢国道大
手筋｣下車徒歩1分(系統南3)
(2)京阪｢丹波橋｣または近鉄｢丹波橋｣より市バス｢国道大手
筋｣下車徒歩1分(系統南8)
(3)京阪中書島駅より市バス19，20，22 国道大手筋下車1
分
京阪淀駅より徒歩7分

阪急｢西院駅｣より徒歩8分
(1)千代原口バス停より徒歩10分
(2)阪急桂駅より徒歩25分
京都市営地下鉄東西線
太秦天神川駅４番出口より徒歩1分
(1)JR｢馬堀駅｣より徒歩5分
(2)JR｢馬堀駅｣よりバスで「亀岡市立病院前」下車徒歩1分

＜大阪府＞
店舗名

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段

アイン薬局 十三駅前店

大阪府大阪市淀川区十三東2丁目9-10
十三駅前医療ビル1F

月～金 9:00～21:00
06-4862-6931 土 9:00～13:00
日 11:00～14:00

オーティ薬局 神崎川店

大阪府大阪市淀川区新高6丁目8-8

06-6398-1771

オーティ薬局 森小路店

大阪府大阪市旭区新森2丁目3-8

06-6954-6680

玉造大日薬局

大阪府大阪市東成区玉津1丁目11-22

アイン薬局 天満橋店

大阪府大阪市中央区大手前1丁目7-31
OMMビル地下1F

06-4790-3611 月～金 9:00～18:00

桃谷大日薬局

大阪府大阪市天王寺区烏ヶ辻2丁目2-6

06-6776-7510

月～金 9：00～18:00
土 9：00～12：00

JR環状線｢桃谷駅｣より 徒歩5分

天王寺大日薬局

大阪府大阪市天王寺区大道1丁目5-3

06-6774-8000

月～金 9:00～18:00
土 9:00～15:00

地下鉄谷町線｢四天王寺前夕陽丘｣より徒歩7分

アイン薬局あべのハルカス店

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1-43
あべのハルカス17F

06-4703-3205

月～金 9:00～20:30
土 9:00～18:00

JRまたは地下鉄｢天王寺駅｣
または近鉄｢大阪阿部野橋駅」より徒歩1分

アイン薬局 平野加美店

大阪府大阪市平野区加美東1丁目13-43-101

06-6795-1755

月～金 9:00～19:00
水・土 9:00～12:30

(1)JR｢加美駅｣より徒歩10分
(2)JR｢新加美駅｣より徒歩9分

リジョイス薬局 阿波座店

大阪府大阪市西区立売堀5丁目3-14

06-4390-2400

白菊調剤薬局（本店）

大阪府大阪市西区南堀江1丁目18-20

白菊調剤薬局 正面玄関前店

大阪府大阪市西区南堀江1丁目27-9
紀和ビル1F

月～金 9:00～17:30
土 9:00～12:00
月～木 9:00～22:00
06-6534-7981 金・土 9:00～19:00
祝日 12:00～19:00
月～金 9:00～18:00
06-6534-4040
土 9:00～13:00

オーティ薬局 豊中店

大阪府豊中市北桜塚3丁目9-15-102

06-6152-1515

月～水・金 9:00～19:00
木・土 9:00～13:00

１）阪急電車「豊中」「岡町」より徒歩15分
２）阪急バス「豊中三中前｣下車徒歩１分

あおい薬局

大阪府豊中市曽根南町1丁目5-11

06-6868-4193

月～水・金 9:00～19:30
土 9:00～13:00

阪急｢曽根駅｣より徒歩5分

アイン薬局 箕面店

大阪府箕面市粟生間谷西7丁目14-4

072-749-0601

月～金 9:00～17:00
土 9:00～14:00

｢粟生団地バス停｣より北へ車で5分、徒歩15分

大日薬局空港店

大阪府池田市石橋4丁目17-16

072-760-3781

月・水～金 9:00～19:30
火・土 9:00～13:00

阪急宝塚線｢蛍ケ池駅｣より徒歩10分

アイン薬局 吹田店

大阪府吹田市日の出町27-13

06-4860-4561

月～金 9:00～18:00
第2、4土 9:00～18:00

阪急｢相川駅｣より徒歩10分

アイン薬局 南千里店

大阪府吹田市津雲台1丁目2-11

06-6155-2553 月～土 9:00～18:00

アイン薬局 摂津店

大阪府摂津市鳥飼八防2丁目3-4

072-665-4050

アイン薬局 茨木店

大阪府茨木市上穂積1丁目2-27

月～金 9:00～17:30
072-623-8072
土 9:00～15:00

(1)JR｢茨木駅｣より徒歩13分
(2)JR｢茨木駅｣より近鉄バス「茨木弁天前行」バス「済生会病
院前」下車徒歩2分

アイン薬局 総持寺店

大阪府茨木市総持寺駅前町2-7

072-646-5525 月～土 8:30～17:30

阪急京都線｢総持寺駅｣より徒歩9分

オーティ薬局 中津店

大阪府茨木市中津町2-4

072-637-0505

オーティ薬局 大塚店

大阪府高槻市大塚町5丁目12-5

オーティ薬局 深沢店

大阪府高槻市深沢町1丁目27-5

月～水・金 9:00～19:30
木・土 9:00～12:00

月～水・金 9:00～19:30
土 9:00～13:00
月・水・金 9:00～19:30
06-6975-8099 火・木 9:00～17:00
土 9:00～15:00

月～金 9:00～20:30
土 9:00～13:00

月～金 9:00～19:30
土 9:00～14:30
月～水・金 9:00～19:30
072-661-0777 木 9:00～17:00
土 9:00～13:00
月・火・木・金 9:00～
072-672-8033 18:30
土 9:00～13:00
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阪急電鉄｢十三駅｣より徒歩1分

阪急電車「神崎川駅」より徒歩5分
京阪電車「森小路駅」より徒歩2分
(1)JR環状線｢玉造駅｣より徒歩10分
(2)地下鉄今里線より徒歩8分
京阪・谷町線｢天満橋駅｣直結

地下鉄中央線｢阿波座駅｣より徒歩2分
地下鉄四ツ橋線または千日前線「なんば駅」より徒歩7分
地下鉄四ツ橋線、千日前線「なんば駅」より徒歩7分

阪急千里線｢南千里駅｣より徒歩3分
(1)大阪モノレール「南摂津」より徒歩15分
(2)JR「千里丘」より「ふれあいの里行き」
または「柱本団地行き」バスで「新在家口」下車徒歩1分

阪急電車「茨木市」下車徒歩10分
京阪バス「大塚町」「竹の内」下車徒歩2分

高槻市バス「深沢町」下車徒歩1分

アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜近畿エリア＞
店舗名
オーティ薬局 城南店

所在地
大阪府高槻市城南町2丁目4-1

オーティ薬局 サニープラザ店 大阪府高槻市宮野町3-8

電話番号

営業時間

月・火・木・金 9:00～
072-673-7811 19:00
土 9:00～13:00
月・火・木・金 9:00～
072-672-8772 19:00
水・土 9:00～13:00
月～金 9:00～18:00
072-675-3336
土 9:00～13:00

主な交通手段
高槻市バス「城西町」下車徒歩5分

高槻市バス「野田」下車徒歩3分

オーティ薬局 宮野店

大阪府高槻市宮野町2-22

オーティ薬局 イダイ前店

大阪府高槻市北園町16-16

オーティ薬局 川添店

大阪府高槻市川添2丁目7-3

オーティ薬局 天神店

大阪府高槻市天神町1丁目9-20

守口大日薬局

大阪府守口市八雲東町2丁目49-6

アイン薬局 守口店

大阪府守口市北斗町8-14

06-6997-7375

月～金 9:00～18:00
日 9:00～12:00

地下鉄谷町線｢守口駅｣より徒歩10分

アイン薬局 門真店

大阪府門真市柳町1-7

06-6967-8613

月～金 9:00～19:30
土 9:00～12:30

京阪電車｢古川橋駅｣より徒歩3分

大日薬局

大阪府門真市堂山町26-3

06-6780-5253

月～金 9:00～18:00
土 9:00～15:00

地下鉄谷町線｢大日駅｣より徒歩10分

大阪府寝屋川市池田1丁目14-12

月～金 9:00～20:30
072-813-5561
土 9:00～17:30

アイン薬局 寝屋川店

アイン薬局 香里園店

大阪府寝屋川市香里本通町8-4-202､203

アイン薬局 枚方長尾店

大阪府枚方市長尾播磨谷1丁目3873-1

月～金 9:00～19:00
土 9:00～13:00
月・火・木・金 9:00～
072-697-5200 18:00
土 9:00～13:00
月～水・金 10:00～20:00
072-681-7755 木 14:00～20:00
土 9:00～17:00
月～金 9:00～19:00
06-6901-3619
土 9:00～15:00
072-685-7181

月～金 9:00～20:00
072-837-3810 第１、3、5土 9:00～13:00
第2、4土 10:00～13:00
月～金 9:00～20:00
072-864-5337
土 9:00～13:00

高槻市バス「野田」下車徒歩1分
阪急電車「高槻市」下車徒歩2分
高槻市バス「富田団地東」下車徒歩10分

ＪＲ「高槻駅」下車徒歩5分
地下鉄谷町線｢大日駅｣より徒歩8分

（1）｢寝屋川市駅｣より車で6分(寝屋川消防署前)
（2）京阪電車「寝屋川市駅」より徒歩20分
（3）「寝屋川市駅」より「太間口方面行き｣京阪バス
京阪｢香里園駅｣より徒歩1分
JR｢長尾駅｣より徒歩10分

アイン薬局 藤阪店

大阪府枚方市王仁公園2-56

072-894-8877

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

(1)大阪環状線｢京橋駅｣またはJR学研都市線｢長尾駅｣より
徒歩10分または｢枚方市駅行｣京阪バス｢枚方公済病院｣下
車
(2)京阪電車｢枚方市駅｣より京阪バス｢長尾駅行｣京阪バス｢
枚方公済病院｣下車

アイン薬局 松原店

大阪府松原市天美東7丁目69
林ビル1F

072-289-6286

月～金 9:00～17:30
土 9:00～16:30

近鉄南大阪鎖線｢河内天美駅｣より徒歩3分

はびきの大日薬局

大阪府羽曳野市はびきの2丁目7-34

072-959-0911

月～金 9：00～18:00
土 9：00～12：00

近鉄バス｢府立医療センター｣下車徒歩1分

はびきの店

大阪府羽曳野市はびきの3丁目6-8

072-958-2126 月～金 9：00～17：30

近鉄長野線 藤井寺駅・古市駅 バス10分

河内長野店

大阪府河内長野市本多町175-1
シェーネスハイム日野谷 1F

0721-54-1283

月・火・水・金 9：00～19:00
水・土 9：00～13:00

南海電気鉄道高野線、近鉄南大阪線「河内長野駅」から徒
歩約7分

三日市店

大阪府河内長野市三日市町243-1

0721-81-7735

月・火・木・金 9:00～18：00
水・土 9：00～13:00

南海電気鉄道高野線「三日市町駅」から徒歩3分

狭山店

大阪府大阪狭山市狭山2丁目969-1

月・水・金 9:00～19:00
072-366-0117 火 9:00～17:00
土 9:00～12:30

アイン薬局 岸和田春木店

大阪府岸和田市加守町4丁目30-1

072-447-5811

アイン薬局 岸和田店

大阪府岸和田市土生町2丁目3386

072-433-5031

オーティ薬局 泉佐野店

大阪府泉佐野市鶴原965-7

月～金 9:00～19:30
土 9:00～12:30

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:30
月・木・金 9:00～19:30
0724-60-0360 火・水 9:00～17:30
土 9:00～13:00
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南海電気鉄道高野線「大阪狭山市駅」から徒歩約7分

南海電鉄南海本線｢春木駅｣より徒歩８分
JR｢東岸和田駅｣より徒歩8分
ＪＲ「東佐野」より徒歩8分

アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜近畿エリア＞

＜兵庫県＞
店舗名

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段
神戸市営地下鉄「県庁前駅｣より徒歩8分
阪急電車「花隈駅｣より徒歩10分
JR神戸線「元町」駅下車、徒歩20分

アイン薬局 中山手通店

兵庫県神戸市中央区中山手通7丁目5-10
紺田ビル101号

月～金 9:00～19:30
078-335-6496
土 9:00～17:00

アイン薬局 神戸駅店

兵庫県神戸市中央区相生町3丁目1-2

078-361-4193

リジョイス薬局 神戸東店

兵庫県神戸市中央区割塚通4丁目１-21

078-251-6551 月～金 9:00～17:30

(1)JR｢灘駅｣より徒歩8分
(2)阪急神戸線｢春日野道駅｣より徒歩8分

オニオン薬局

兵庫県南あわじ市市福永416-6

月～水・金 9:00～19:00
0799-43-3334 木 9:00～17:00
土 9:00～13:00

バス停三原郵便局前下車すぐ

アイン薬局 六甲店

兵庫県神戸市灘区桜ヶ丘町3-23

078-857-8006 月～金 9:00～18:00

阪急「六甲駅｣、JR「六甲道」駅、阪神「御影」駅で神戸市バス
16系統「六甲ケーブル下」行きに乗車
「高羽町」停留所で下車徒歩５分

メディオ薬局 永手町店

兵庫県神戸市灘区永手町3丁目2-17

月・水・金 9:15～20:00
火9:15～19:15
078-843-4600
木9:15～17:15
土9:15～12:45

ＪＲ六甲道駅北側出口より出て東へ徒歩２分

シンワ薬局 中央筋店

兵庫県神戸市灘区中原通2丁目1-3

078-881-8910

月・水・木・金 9:00～19:00
火・土・日 9:00～13:00

メディオ薬局 水道筋店

兵庫県神戸市灘区水道筋４丁目3-6

078-881-4898

月・火・木・金 9:00 ～ 19:00
阪急電鉄神戸線王子公園駅より東へ徒歩１０分
土 9：00～13：00

月～金 8:30～19:30
土 9:00～15:00

JR｢神戸駅｣より徒歩1分

阪急王子公園駅東口より東へ徒歩８分

アイン薬局 尼崎店

兵庫県尼崎市稲葉荘2丁目6-17

06-6430-2120 月～金 9:00～18:00

(1)阪急｢武庫之荘駅｣より尼崎市営バス5番のりば 系統
（43）（43-2）（49）南口改札を出て「阪急武庫之荘」バス停→
（約10分）→「労災病院」バス停下車
(2)JR立花駅:尼崎市営バス 4番のりば 系統（43）（43-2）
（49）（50）（50-2）駅南側バスターミナル「JR立花」バス停→
（約8分）→「労災病院」バス停下車
(3)阪神尼崎駅:阪神バス 杭瀬宝塚線（宝塚行）駅から北へ
徒歩約3分「阪神尼崎駅北」バス停→（約20分）→「労災病院
前」バス停下車

アイン薬局 武庫之荘店

兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目19-1
有恒ビル102

月～水・金 9:00～19:30
06-6434-1023 木 9:00～17:00
土 9:00～13:00

阪急｢武庫之荘駅｣より徒歩1分

アイン薬局 西宮店

兵庫県西宮市林田町10-36

0798-68-5231 月～金 8:45～18:00

阪急｢門戸厄神駅｣より徒歩10分

アイン薬局 林田町店

兵庫県西宮市林田町10-28

0798-68-6811 月～金 9:00～17:00

(1)阪急電車門戸厄神駅より徒歩約10分
(2)阪急バス西宮北口駅前発（96、97系統）またはJR甲子園
口駅前発（50系統）に乗り、西宮中央病院前で下車

アイン薬局 宝塚店

兵庫県宝塚市安倉北2丁目1-33

0797-85-5506 月～金 9:00～18:00

宝塚ICよりすぐ

ステラ川西薬局

兵庫県川西市栄根2丁目6-32-303

072-757-4193

月～水・金 9:00～20:00
木・土 9:00～17:00

(1)JR｢川西池田｣より徒歩3分
(2)阪急｢川西能勢口｣より徒歩5分

白菊調剤薬局 （白菊川西店） 兵庫県川西市新田1丁目3-8

072-792-8922

月～金 9:00～18:30
土 9:00～15:00

阪急能勢線「多田駅」より徒歩7分

あかしあ薬局

兵庫県三田市あかしあ台1丁目49-1

月～水・金 9:00～18:00
079-553-8883
土 9:00～12:30

(1)JR｢新三田駅｣より神姫バス「コミュニティホール前」下車
徒歩1分
(2)神戸電鉄｢南ウッディタウン駅｣より徒歩8分

アイン薬局 広畑店

兵庫県姫路市広畑区夢前町1丁目1
イトーヨーカドー1F

月～金 9:00～18:00
079-230-1551
第1、3土 9:00～15:00

(1)山陽電車「夢前川駅」より徒歩1分
(2)JR「姫路駅」より山陽電車に乗り換え→山陽電車「飾磨
駅」にて網干方面行きに乗り換え→「夢前川駅」にて下車して
徒歩1分

＜奈良県＞
店舗名

所在地

電話番号

営業時間
月～金 9:00～20:00
土 9:00～17:00

主な交通手段

白菊調剤薬局
（白菊生駒店）

奈良県生駒市元町1丁目5-3

0743-73-2468

アイン薬局 奈良東九条店

奈良県奈良市東九条町754-4

月・水・木・金 9:00～20:30
0742-50-1515 火 9:00～17:00
土 9:00～13:00

近鉄線・JR｢奈良駅｣より｢白土町､シャープ前､杏南町行き｣バ
ス｢北神殿町｣下車徒歩1分

白菊調剤薬局
（白菊学園前店）

奈良県奈良市鶴舞東2-13 VIV104

月～水・金 9:00～19:00
0742-40-0311 木・土 9:00～17:00
日 9:00～15:00

近鉄奈良線「学園前駅」下車、路線バス「登美ヶ丘1丁目」徒
歩1分

近鉄奈良線「生駒駅」より徒歩1分

＜和歌山県＞
店舗名
アイン薬局 南紀白浜店

所在地
和歌山県西牟婁郡白浜町字ハダ峠1462-3

電話番号
0739-82-1210

営業時間
月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00
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主な交通手段
明光バス｢はまゆう病院前停留所｣下車徒歩3分

