NEWS RELEASE
２０１８年６月１日
株式会社アインホールディングス
代表取締役社長 大 谷 喜 一
（東証１部 コード９６２７）

２０１８年６月１日より埼玉県内の８５店舗の薬局にて
「まちのクールオアシス」に協力いたします

アイングループは昨年同様、２０１８年６月１日～９月３０日の期間において、埼玉県内の８５店舖の薬局を
一時休息所として地域の方に開放し、熱中症予防のためにご利用いただく「まちのクールオアシス」に協力
いたします。
「まちのクールオアシス」は、熱中症対策の一環として、埼玉県が県内の公共施設のほか県内企業と協力
し、外出時の一時休息所の設置や、熱中症についての情報発信を行う取り組みです。
当社グループの「まちのクールオアシス」では、高齢者やお子さま連れの方々が、暑さの厳しい日中に外
出した際に熱中症にかかることのないように、薬局を一時的な休息所として提供いたします。また、店舗内
外には熱中症の予防を呼びかけるステッカーやポスターを掲示するほか、給水機または給茶器のある薬局
では水分補給ができるよう、お水やお茶を無料提供いたします。
■ 活動概要
実施期間：２０１８年６月１日（金）～２０１８年９月３０日（日）
内

容：・熱中症予防のため、埼玉県内８５薬局を一時休息所として地域の方々に開放
・給水器や給茶機併設の薬局ではお水とお茶の無料提供サービスを実施

活動場所：埼玉県内８５薬局 （薬局の詳細につきましては次ページの店舗一覧をご確認ください）

薬局掲載ステッカー

薬局掲載ポスター
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ナチュール仲町薬局

さいたま市浦和区仲町2丁目9-17

048-832-2000

048-832-2023

月～水・金 9:00～18:30
土 9:00～12:30

はなまる薬局 七里店

さいたま市見沼区東宮下272-1

048-685-9393

048-685-5600

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

日・祝日

あさひ調剤薬局 七里店

さいたま市見沼区東宮下272-5

048-689-1193

048-689-1194

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

日・祝日

あさひ調剤薬局 東大宮店

さいたま市見沼区東大宮5丁目38-3

048-687-0201

048-687-0203

月・火・木・金 9:00～20:00
水・土 9:00～18:00

日・祝日

エース薬局

さいたま市見沼区東大宮7丁目72-37

048-682-1701

048-682-1702

月～水・金・土 9:00～19:00
木 9:00～17:00
日 9:00～12:00

祝日

みぬま薬局

さいたま市見沼区南中丸108

048-686-9355

048-686-9366

月～土 9:00～18:00

日・祝日

サワムラ薬局

さいたま市見沼区蓮沼548-1

048-688-8101

048-688-8102

月～金 9:00～19:00
土 9:00～14:00

日・祝日

あさひ調剤薬局 島根店

さいたま市西区大字島根312-1

048-621-3393

048-621-3395

月～土 9:00～18:00

日・祝日

アイン薬局 島根店

さいたま市西区大字島根字道下298-1

048-621-4193

048-621-4195

月～土 9:00～18:00

日・祝日

あさひ調剤薬局 桜木店

さいたま市大宮区桜木町2-272 大宮西口ビル1F

048-645-6053

048-648-9950

月～水・金 9:00～19:00
木 8:00～16:00
土 9:00～13:00

日・祝日

アイン薬局 大宮店

さいたま市中央区上落合9丁目12-1

048-840-0729

048-840-0730

月～金 9:00～18:00
土 9:30～11:30

日・祝日

ラムザ薬局

さいたま市南区沼影1丁目10-1 ラムザタワ-1F

048-845-1188

048-844-2388

月～水・金 9:00～19:00
木 9:00～17:00
土 9:00～13:00

日・祝日

ナチュール公園前薬局

さいたま市南区南浦和3丁目3-9清宮ハイツ103

048-813-3633

048-813-3634

月～水・金 9:00～19:00
土 9:00～17:00

木・日・祝

あけぼの薬局

さいたま市南区南浦和3丁目4-14

048-883-4455

048-883-4466

月～水・金 9:00～18:30
土 9:00～17:00

木・日・祝日

ハルビ薬局

さいたま市北区宮原町3-570 メゾン・ド・レイ1F

048-663-1308

048-663-1430

月・火・金 9:00～19:15
水・木9:00～17:00
土 9:00～13:00

日・祝日

あさひ調剤薬局 植竹店

さいたま市北区植竹町1-561

048-654-4193

048-654-1139

月～金 8：30～17：30、19：00～22：00 土
19：00～22：00
なし
日・祝9：00～22：00

アイン薬局 土呂店

さいたま市北区土呂町1丁目26-2

048-783-5093

048-783-5094

月・火・木・金 9:00～18:00
水 9:00～17:00
土 9:00～12:30

日・祝日

あさひ調剤薬局 中央店

さいたま市北区東大成町1丁目626-1 野原ビル1F

048-663-0847

048-652-7637

月～金 9:00～18:30
土 9:00～14:45

日・祝日

さつき薬局

さいたま市北区東大成町2-254

048-651-4193

048-651-1550

月～金 10:00～18:30
土 8:30～18:30

日・祝日

日進薬局

さいたま市北区日進町1-321

048-666-8114

048-666-8115

月・火・木・金 9：00～18：00
土 9:00～12:00

水・日・祝日

あさがお薬局

さいたま市北区日進町2丁目754-2 杉山ビル1F

048-668-3761

048-668-3764

月～土 9:00～19:00
日 9:00～15:00

祝日

アイン薬局 浦和店

さいたま市緑区三室字北宿2467-19

048-810-5685

048-810-5686

月～金 9:00～18:00

土・日・祝日

コーカ堂調剤薬局

さいたま市緑区中尾577-1

048-873-6231

048-873-6232

月・火・木～土 9:00～18:30
水 9:00～17:00

日・祝日

アイン薬局 浦和美園店

さいたま市緑区美園4-18-6

048-829-7893

048-829-7895

月・水・第1、第3、第5金 9:00～21:00
火・第2、第4金 9:00～18:30
木 9:00～17:00
土 9:00～13:00

日・祝日

アイン薬局 羽生店

羽生市上岩瀬550-1

048-501-7052

048-501-7053

月～金 9:00～19:30
土 9:00～17:00

日・祝日

しらさぎ薬局

加須市砂原283-1

0480-72-8193

0480-72-8194

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

日・祝日

わかば薬局 駅前店

久喜市久喜中央2丁目2-7

0480-24-5593

0480-24-5592

月～土 8:30～17:30

日・祝日

わかば薬局 久喜店

久喜市久喜中央4丁目1-14

0480-21-8193

0480-21-8088

月・火・木・金 9:00～19:00
水 9:00～17:00
土 9:00～18:00

日・祝日

こまち薬局

久喜市南1丁目9-6

0480-24-4193

0480-24-4191

月～水・金 9:00～18:15
木 9:00～17:00
土 9:00～16:15

日・祝日

わかば薬局 本町店

久喜市本町2丁目16-39

0480-25-1193

0480-25-1195

月～金 8:30～18:30
土 8:30～17:30

日・祝日

まんぼう薬局

狭山市上奥富174-5

04-2900-3001

04-2900-3003

月～水・金 9:00～18:00
木・土 9:00～17:00

日・祝日

木・日・祝日

※営業時間は2018年5月末時点の情報を記載
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チェリー薬局

狭山市新狭山3丁目11-6

04-2900-1193

04-2900-1185

月・火・木・金 9:00～19:00
水・土 9:00～17:00
日 9:00～12:00

アイン薬局 熊谷店

熊谷市上之3851-5

048-520-3838

048-520-3839

月～金 8:30～18:00
土 8:30～13:00

日・祝日

アイン薬局 つくば店

熊谷市星川2丁目45

048-526-1593

048-526-3793

月～水・金・土 9:00～19:00

木・日・祝日

なつめ薬局

熊谷市中西4丁目6-1

048-529-7777

048-529-7778

月～金 9:00～18:00
土 9:00～14:00

第2、4土・日・祝日

すえひろ薬局

熊谷市末広3丁目12-19

048-522-9393

048-522-9391

月～土 9:00～18:00

日・祝日

アイン薬局 行田店

行田市持田393-4

048-553-0354

048-556-6642

月～土 9:00～18:00

日・祝日

アイン薬局 行田新店

行田市持田421-1

048-564-6140

048-564-6145

月～土 10:00～19:00
日･祝日･年末年始 9:00～18:00

無休

めぐみ薬局

鴻巣市鴻巣323-4

048-540-3355

048-540-3357

月～水・金 8:30～18:00
土 8:30～13:30

木・日・祝日

はなまる薬局 坂戸店

坂戸市小沼844-3

049-280-9393

049-280-8193

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

日・祝日

アイン薬局 坂戸店

坂戸市南町31-8

049-288-6630

049-288-6631

月～日 9:00～18:00

無休

中央1丁目薬局

春日部市中央1丁目56-16

048-731-0288

048-736-0604

月～木 9:00～17:00
金 9:00～20:00
土 9:00～12:15

日・祝日

アイン薬局春日部店

春日部市中央6丁目8-3 住地ビル101

048-689-3695

048-689-3696

月～金 8:45～17:30

土・日・祝日

藤の花薬局

春日部市粕壁1丁目6-5 アーバンハイツ春日部1F

048-812-5862

048-812-5863

月～金 9:00～19:30
土・日 9:00～13:30

祝日

はなまる薬局 金山店

所沢市金山町8-5 煉瓦館126 1F

04-2940-9393

04-2940-9394

月～土 9:00～18:00

日・祝日

はなまる薬局 所沢店

所沢市東狭山ヶ丘1丁目30-5

04-2926-4193

04-2926-4197

月～金 9:00～18:30
土 9:00～12:30

日・祝日

星薬局分店

所沢市東所沢1丁目2-1

04-2945-5357

04-2946-1493

月・火・木・金 9:00～18:45
水 9:00～18:00
土 9:00～14:00

日・祝日

星薬局

所沢市東所沢1丁目4-1 ヤマザキビル1F

04-2944-2800

04-2941-3440

月・火・木・金 9:00～18:00
土 9:00～13:30

水・日・祝日

いずみ薬局

上尾市仲町1丁目8-32 オバナビル1F

048-776-2332

048-776-2303

月～金 9:00～18:30
土 9:00～14:00

日・祝日

はなまる薬局 新座店

新座市東北1丁目6-1

048-487-6866

048-470-5830

月～金 9:00～18:30
土 9:00～17:30

日・祝日

上柴薬局

深谷市上柴町西2丁目14-44

048-551-2555

048-551-2556

月～水・金 9:00～18:00
木・土 9:00～17:00

日・祝日

かしあい薬局

深谷市人見1982

048-575-0603

048-575-0604

月～土 9:00～18:00

日・祝日

アルル薬局

川越市菅原町20-19

049-223-0555

049-223-0605

月・火・木・金 9:00～18:00
土 9:00～15:00

水・日・祝日

三愛薬局

川越市大中居111-4

049-236-0070

049-236-1789

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

日・祝日

はつかり薬局

川越市中原町1丁目12-3

049-223-3480

049-223-3481

月～土 9:00～18:00

日・祝日

アイン薬局 川口駅東口店

川口市栄町3丁目11-27 Hiro Build 1F

048-240-6767

048-242-3922

月～水・金・土 9:00～18:00

木・日・祝日

アイン薬局 アインズ＆トルペ川口店

川口市栄町3丁目7-1 かわぐちキャスティ3F

048-271-5100

048-255-2800

月～土 10:00～20:00
日 10:00～19:00

祝日

プライム薬局

川口市戸塚東1丁目17-19

048-298-9805

048-294-1800

月・火・木・金 9:00～18:00
土 9:00～12:30

水・日・祝日

アイン薬局 川口榛松店

川口市榛松2丁目6-11

048-287-9710

048-287-9714

月～水・金 9:00～18:30
木 9:00～12:30
土 9:00～13:00

日・祝日

アイン薬局 川口店

川口市西新井宿301-12

048-288-1788

048-288-1771

月・水～金 9：00～18：00
火 9：00～21：00
第1、3、5土 9：00～13：00
第2、4土 10：00～12：00

日・祝日

アイン薬局 川口青木店

川口市青木1丁目18-2 明和ビル1F

048-280-6257

048-240-1150

月～金 9:00～18:00
第1、2、4、5土 9:00～13:00

第3土・日・祝日

アイン薬局 アリオ川口店

川口市並木元町1-79 イト-ヨ-カド-1F

048-257-2539

048-257-2540

月・火・木～土 9:00～19:30
水 10:00～19:30
日・祝日 10:00～19:00

無休

祝日

※営業時間は2018年5月末時点の情報を記載

店舗名

所在地

電話番号

FAX番号

営業時間

定休日

アイン薬局 川口北店

川口市木曽呂1308-3

048-290-5607

048-290-5476

月～水･金 9:00～18:00
木 9:00～20:00
第1、3、4、5土 9:00～19:00

アステル薬局 川口店

川口市領家3丁目6-14

048-228-0099

048-228-0098

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

日・祝日

アイン薬局 草加店

草加市柿木町1126-7

048-954-9193

048-954-9263

月～水・金 9:00～18:30
土 9:00～17:00
日 9:00～12:30

木・祝日

アステル薬局 草加店

草加市西町1092-6

048-928-0099

048-928-0098

月～水・金 9:00～18:00
土 9:00～13:30

木・日・祝日

わかば薬局 宮代店

南埼玉郡宮代町大字和戸1509-6

0480-31-1193

0480-31-1194

月～水・金・土 9:00～19:00
木 9:00～17:00

日・祝日

もりと薬局

日高市大字森戸新田102-7

042-986-0093

042-986-0094

月～金 9:00～18:00
土 9:00～14:00

日・祝日

はなまる薬局 毛呂山店

入間郡毛呂山町中央2丁目3-1

049-294-4193

049-294-5661

月～金 9:00～19:00
土 9:00～15:00

日・祝日

はなまる薬局（入間）

入間市新久936-1

04-2966-4193

04-2966-2320

月～金 9:00～18:30
土 9:00～12:30

日・祝日

すずらん薬局

入間市大字仏子935-9

04-2932-7121

04-2932-7125

月～木 9:00～18:00
金・土 9:00～17:00

日・祝日

みどり薬局

入間市大字野田3078-3

04-2932-5905

04-2932-5904

月～水・金・土 9:00～18:00
木 9:00～13:00

日・祝日

くすり箱薬局

入間市豊岡5丁目1-9 セントラル入間1F

04-2966-2095

04-2935-7882

月～土 9:00～18:00

日・祝日

わかば薬局 白岡店

白岡市新白岡4丁目13-3 新白岡ホスピタリティパーク1F

0480-92-8808

0480-92-8849

月～金 9:00～19:00
土 9:00～13:00

日・祝日

ふれあい薬局

八潮市中央1丁目8-4 恩田ビル101

048-999-7716

048-999-7763

月～水・金 9:00～19:00
木 9:00～17:00
土 9:00～15:00

日・祝日

はなまる薬局 飯能店

飯能市栄町8-9

042-972-1100

042-972-1109

月～土 9:00～19:00

日・祝日

吉見薬局

比企郡吉見町大字久米田618-1

0493-54-8181

0493-54-8196

月～水・金・土 8:30～19:00
日 8:30～13:00

木・祝日

あさひ調剤薬局 小川店

比企郡小川町小川1520

0493-72-4193

0493-72-6577

月～金 9:00～18:00
第1、3、5土 9:00～16:00

第2、4土・日・祝日

イイズカ調剤薬局

富士見市ふじみ野西1丁目25-1

049-263-3995

049-263-4621

月～金 9:00～19:00
土 9:00～13:00

日・祝日

ゆめみ野薬局

北葛飾郡松伏町松葉1丁目5-1

048-991-1193

048-991-1191

月～水・金・土 9:00～18:30
木 9:00～17：00

日・祝日

まりも薬局

北本市宮内1-202 黒沢マンション1F

048-592-6351

048-592-6352

月・火・木・金 9:00～18:00
土 9:00～14:00

水・日・祝日

アイン薬局 北本店

北本市二ツ家2-139

048-598-8193

048-598-8195

月～水・金 9:00～18:00
土 8:30～12:00

木・日・祝日

あさひ調剤薬局 本庄店

本庄市北堀811-2

0495-22-4193

0495-22-9666

月～水・金・土 9:00～18:00

木・日・祝日

ノエル薬局

蓮田市大字井沼字988-3

048-766-4193

048-766-4191

月～水・金 9：00～17：00
土 9:00～13：00

木・日・祝日

エミカ薬局

和光市諏訪4-11

048-464-1937

048-464-1633

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

日・祝日

第2土・日･祝日

※営業時間は2018年5月末時点の情報を記載

