川崎市指定小児慢性特定疾病医療機関【薬局】
指定薬局（令和3年6月時点）
No

薬局名
1 ひばり薬局 川崎店

所在地
川崎区砂子２−６−１ 石井ビル１Ｆ

2 ランド薬局

川崎区駅前本町１４−６ １階

3 トモズアトレ 川崎店

川崎区駅前本町２６−１ アトレ川崎１階

4 アイン薬局 アトレ川崎店

川崎区駅前本町２６−１ アトレ川崎８Ｆ

5 ホリウチ薬局

川崎区駅前本町３−６

6 フィットケアエクスプレス 川崎ダイス店薬局

川崎区駅前本町８ 川崎ダイス１Ｆ

7 アイン薬局 宮前店

川崎区宮前町１１−２２ アオキガーデンパレス１０２号

8 共創未来 川崎薬局

川崎区宮前町１１−２２−１０１

9 日本調剤 川崎中央薬局

川崎区新川通１０−２２

10 新川アルファ薬局

川崎区新川通１−１０

11 ミドリ薬局

川崎区新川通１１−１５

12 プライム薬局 新川通店

川崎区新川通１−１２ メインコープシンヤ１０１号室

13 コクミン薬局 川崎店

川崎区新川通１１−３ 川崎海事ビル１Ｆ

14 薬樹薬局川崎

川崎区新川通１１−８ アオキガーデンヒル新川通１階

15 プライム薬局 川崎店

川崎区新川通２−１９

16 グッドファーマシー 川崎貝塚店

川崎区貝塚１−１５−４

17 川上薬局

川崎区貝塚２−５−１３

18 ＳＦＣ薬局 貝塚店

川崎区貝塚２−５−１９ 内田ハイツ１Ｆ

19 ひばり薬局 新川橋店

川崎区南町１６−２２ 肥後屋ビル１０１

20 田中薬局

川崎区池田１−１４−３

21 こばやし薬局 池田店

川崎区池田２−５−２０

22 藤井薬局

川崎区日進町１３番地１５号

23 つばさ薬局

川崎区日進町１−１１ ルフロン２Ｆ

24 アイン薬局 川崎店

川崎区日進町１−５７ サンスクエア川崎７号棟１Ｆ

25 日本調剤 川崎駅前薬局

川崎区日進町２８−１

26 ひまわり調剤 かわさき薬局

川崎区日進町７−１

27 スギ薬局 八丁畷店

川崎区堤根３４−１

28 川崎大師みどり薬局

川崎区大師駅前１−５−４

29 エムエム薬局 川崎大師駅前店

川崎区大師駅前１−６−１７

30 タカハシ薬局

川崎区大師駅前１−６−７

31 ひまわり調剤 川中島薬局

川崎区川中島１−１２−９

32 スギ薬局 川崎藤崎店

川崎区藤崎４−３４−１９

33 川崎すみれ薬局

川崎区藤崎４−２１−１

34 ファーコス薬局 しらさぎ

川崎区中島１−１５−１２

35 いずみ薬局 川崎中島店

川崎区中島３−６−７

36 ファーコス薬局 たちばな

川崎区中島３−６−９

37 キク薬局

川崎区中島３−７−２

38 なかじま薬局

川崎区中島３−９−１ ローランドヒル１Ｆ

39 港町薬局

川崎区港町５−２−１０１

40 フロンティア薬局 川崎大師店

川崎区東門前2-3-7

41 東門前薬局

川崎区東門前１−１３−８

42 こばやし薬局 東門前店

川崎区東門前３−３−２

43 ひまわり調剤 しょうわ町薬局

川崎区昭和２−１２−１２

44 大師薬局

川崎区大師町６−７
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川崎市指定小児慢性特定疾病医療機関【薬局】
指定薬局（令和3年6月時点）
No
薬局名
45 アイセイ薬局 川崎田町店

所在地
川崎区田町１−５−１

46 日本調剤 川崎東薬局

川崎区田町２−１０−３７

47 ミキ薬局 川崎田町店

川崎区田町２−４−１３−２ グロス・ヴュー・スクエア アルタイムⅢ

48 すずの木薬局

川崎区出来野７−１９

49 田中薬局

川崎区出来野８−１６

50 のぞみ薬局 川崎大師店

川崎区観音２−８−８

51 コストコホールセール川崎倉庫店薬局

川崎区池上新町３−１−４

52 エビス薬局

川崎区桜本１−８−９

53 Ｌロード薬局

川崎区桜本１−９−１４

54 川崎薬局

川崎区桜本２−１−３

55 大島リーフ薬局

川崎区大島３−１５−１９ 川崎ＭＭビル１Ｆ

56 大島アルファ薬局

川崎区大島４−４−３

57 弘安堂 大島薬局

川崎区大島５−１０−１１

58 田辺薬局 川崎大島店

川崎区大島５−１０−６

59 ファーコス薬局 川崎区大島

川崎区大島５−１３−６

60 ハックドラッグ 大島薬局

川崎区追分町１６−１ カルナーザ川崎１F

61 追分調剤薬局

川崎区追分町５−２

62 誠心堂小澤薬局

川崎区追分町６−８

63 すずらん薬局

川崎区大島上町１−１１

64 スギ薬局 さつき橋店

川崎区渡田１−１−４

65 ライト薬局

川崎区渡田４−１２−１

66 ハル調剤薬局

川崎区境町３−１

67 境町薬局

川崎区境町１５−２０−１０１

68 薬樹薬局 川崎２号店

川崎区境町３−４

69 京町調剤薬局

川崎区京町１−９−１０

70 渡田向町薬局

川崎区渡田向町１５−７ 村田ビル１Ｆ

71 フジナミ調剤薬局

川崎区渡田新町２−３−６

72 クーイオ薬局 小田店

川崎区小田５−２８−１４ エリマオーリノ１Ｆ

73 すみれ薬局

川崎区小田１−１−２ ソルスティス京町１Ｆ

74 新町調剤薬局

川崎区小田１−４−２３

75 小田薬局

川崎区小田２−１７−１６

76 かるがも薬局

川崎区小田３−１８−１４

77 アイン薬局 川崎浅田店

川崎区浅田３−７−１９

78 Ｆ・Ｐ薬局

川崎区浅田２−５−５

79 スマイル薬局京町店

川崎区京町１−９−１１

80 ファーマシー京町

川崎区京町１−１０−１８

81 加藤薬局

川崎区京町１−１５−１４

82 川崎コスモス薬局

川崎区京町２−１６−３ エステ・スクエア川崎京町１０５号室

83 ひまわり調剤 京町薬局

川崎区京町２−４−６

84 シオハマ薬局

川崎区浜町１−２２−１６

85 ヨシムラ薬局

川崎区浜町１−７−３

86 田辺薬局鋼管通支店

川崎区鋼管通１−４−１

87 アイン薬局 鋼管通店

川崎区鋼管通１−２−２

88 鋼管通薬局

川崎区鋼管通１−３−１ サンフラワービル１階
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川崎市指定小児慢性特定疾病医療機関【薬局】
指定薬局（令和3年6月時点）
No
薬局名
89 田辺薬局 鋼管通り店

所在地
川崎区鋼管通１−４−２１

90 つばさ薬局 鋼管通店

川崎区鋼管通１−９−１０

91 浜川崎薬局

川崎区田島町２３−１

92 クリエイト薬局 川崎田島町店

川崎区田町１６−１

93 クリエイト薬局 川崎渡田店

川崎区渡田２−１５−１０

94 ひまわり調剤 さいわい薬局

幸区大宮町２−８

95 たけうち薬局

幸区小向町６−２０−１

96 こばやし薬局

幸区戸手１−９−１７

97 来間調剤薬局

幸区戸手２−３−１４

98 カメリア薬局

幸区河原町１−１４−１１３

99 みつこし薬局 川崎店

幸区河原町１−１５−１０９

100 サンアイ薬局 幸店

幸区幸町３−１１

101 スカイ薬局

幸区幸町４−１５ メゾンＹ・Ｎ １Ｆ

102 セントラル薬局 幸

幸区中幸町１−５１−３

103 トモズラゾーナ 川崎店

幸区堀川町７２−１ １階１０５００

104 薬樹薬局 ミューザ川崎２号店

幸区大宮町１３１０ ミューザ川崎２階

105 薬樹薬局ミューザ川崎

幸区大宮町１３１０ ミューザ川崎２階

106 川崎西口調剤薬局

幸区大宮町１５−６

107 ひまわり調剤 おおみや町薬局

幸区大宮町６

108 アルプス薬局

幸区大宮町６−４ TMビル１F

109 日本調剤 川崎幸薬局

幸区大宮町５−６ コ・オリナ・ビル１階

110 ひまわり調剤 みゆき薬局

幸区南幸町１−３７

111 昭和薬品幸薬局

幸区南幸町１−１２−３ ローレルＳＡＩＷＡＩ

112 すこやか薬局

幸区南幸町１−３３

113 さくらんぼ調剤薬局

幸区南幸町２−２６−４

114 稲垣薬局 川崎店

幸区南幸町２−４０ アーバンパークサイドＫ１０１号室

115 すこやか薬局２号店

幸区南幸町２−４０−１０２

116 かえで調剤薬局

幸区南幸町２−７９ ブリックハウス１Ｆ

117 尻手薬局

幸区南幸町３−１０４

118 サンアイ薬局

幸区神明町１−４

119 セントラル調剤薬局

幸区神明町２−７３

120 なの花薬局 川崎塚越店

幸区塚越２−１５７

121 塚越薬局

幸区塚越２−１５９−１５

122 ハックドラッグ 鹿島田薬局

幸区新塚越２０１ サウザンドモール２階

123 健ナビ薬樹薬局鹿島田

幸区新塚越２０１ ルリエ新川崎１階

124 健ナビ薬樹薬局鹿島田２号店

幸区新塚越２０１ ルリエ新川崎２階

125 調剤薬局マツモトキヨシ シンカモール店

幸区新川崎５−２ シンカモール１Ｆ

126 そよかぜ薬局

幸区古市場１−３４−１１

127 健ナビ薬樹薬局古市場

幸区古市場１−４７ ケーワンビル１階

128 有限会社 成川薬局

幸区下平間１１１−２０

129 カリタ薬局

幸区下平間１３１

130 鹿島田薬局有限会社

幸区下平間１３１

131 グリーン薬局

幸区下平間３５９

132 ひまわり調剤 平間薬局

幸区下平間３９
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川崎市指定小児慢性特定疾病医療機関【薬局】
指定薬局（令和3年6月時点）
No
133 パーク・ファーマシー

薬局名

所在地
幸区小倉１−１ Ｆ−１２１

134 日本調剤 新川崎調剤薬局

幸区小倉１−１ ウエストタワーＤ棟２Ｆ

135 小倉ライフ薬局

幸区小倉１−３−１４

136 共創未来 川崎小倉薬局

幸区小倉３−２８−１２

137 クオール薬局 小倉店

幸区小倉５−１−２０

138 アイセイ薬局 川崎小倉店

幸区小倉５−１９−２３ クロスガーデン川崎２０７

139 みらい薬局 南加瀬店

幸区南加瀬2-6-8 1階

140 そうごう薬局 南加瀬店

幸区南加瀬３−５−３

141 クリエイト薬局川崎南加瀬店

幸区南加瀬３−９−３５

142 スギ薬局 南加瀬店

幸区南加瀬４−１１−１１

143 夢見ヶ崎薬局

幸区南加瀬３−１−２２

144 ドラッグセイムス 南加瀬薬局

幸区南加瀬３−１２−２７

145 バランス薬局

幸区南加瀬４−３０−４

146 かもめ薬局 川崎矢上店

幸区矢上１３−５

147 エスケイ薬局コトニアガーデン新川崎店

幸区北加瀬2-11-3 コトニアガーデン新川崎S棟１F

148 セブンス薬局 川崎店

幸区北加瀬２−７−２

149 ひまわり薬局 北加瀬店

幸区北加瀬２−８−６

150 健ナビ薬樹薬局パークタワー新川崎

幸区鹿島田１−１−５ パークタワー新川崎１０４

151 ひまわり調剤 新川崎薬局

幸区鹿島田１−８−３３

152 上原薬局

幸区鹿島田２−２４−１３

153 薬局マツモトキヨシ武蔵小杉駅北口店

中原区小杉町１−４０３ 小杉ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ新館1F

154 クスリのナカヤマ薬局 新丸子駅前店

中原区新丸子東１−９８６

155 アイセイ薬局 武蔵小杉店

中原区新丸子東３−１１００−１４ ２F

156 シーエス薬局 武蔵小杉店

中原区新丸子東3-946-3 ＭＫファーストビル1Ｂ

157 ダリヤ新丸子薬局

中原区新丸子東１−７８７−１

158 ライム薬局 ららテラス武蔵小杉店

中原区新丸子東３−１３０２ ４階

159 ひだまり薬局新丸子店

中原区新丸子町７２９

160 アクア薬局新丸子店

中原区新丸子町740 第二おかのビル1F

161 カバヤ調剤薬局 新丸子店

中原区新丸子町７３４−１

162 ふくおか薬局

中原区新丸子町７４８

163 フレンド新丸子薬局

中原区新丸子町７６８−９

164 サン調剤薬局

中原区上丸子天神町３４０

165 スギ薬局 向河原駅前店

中原区下沼部１７５８番地１ 向河原シティハイツ１階

166 クオール薬局 武蔵小杉店

中原区下沼部１８１０−１ シティハウス武蔵小杉１Ｆ

167 ひまわり調剤 中丸子薬局

中原区中丸子３６１番地１

168 ぱぱす薬局 武蔵小杉店

中原区中丸子１３−２１ ＬＲＯＣＫＳ１階

169 かもめ薬局

中原区中丸子５８９−１１ Ｍメディカルプラザ１Ｆ

170 クリエイト薬局川崎田尻町店

中原区田尻町６７−１

171 田尻薬局

中原区田尻町４３

172 ウエルシア薬局 川崎平間店

中原区北谷町５７−５

173 ふくろう薬局

中原区北谷町５１−７

174 あすなろファーマシー

中原区北谷町６９３

175 ヤマグチ薬局 小杉２号店

中原区市ノ坪２６ コウトビル１Ｆ

176 市ノ坪薬局

中原区市ノ坪１６７
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川崎市指定小児慢性特定疾病医療機関【薬局】
指定薬局（令和3年6月時点）
No
177 つかさ薬局

薬局名

所在地
中原区市ノ坪６６−５ ライオンズマンション武蔵小杉第２−１０６号

178 ココカラファイン薬局 関東労災病院前店

中原区木月住吉町２−３１

179 アイセイ薬局 元住吉店

中原区木月住吉町２−１３

180 共創未来 元住吉薬局

中原区木月住吉町２−２５

181 日生薬局 元住吉店

中原区木月住吉町３−１０ アーク元住吉１階

182 トモズ 関東労災病院前店

中原区木月住吉町３−１７ サンパーク元住吉１F

183 鈴木薬局

中原区苅宿３９−４４

184 ひまわり調剤 かりやど薬局

中原区苅宿２４−３３ ヴィレンテ住吉１０５

185 パンジー薬局

中原区西加瀬１−４７

186 薬樹薬局元住吉

中原区西加瀬１７−８ エクセレントビュー元住吉１階

187 つる薬局元住吉店

中原区木月１−２８−５

188 イソノ薬局 木月店

中原区木月１−５−１３

189 たくみ薬局

中原区木月２−１２−２２

190 サニタ薬局 元住吉店

中原区木月３−２５−１０ 国際ハイム

191 ひばり薬局 元住吉店

中原区木月１−２−２７ コーポ宮田１０２

192 日本調剤 元住吉駅前薬局

中原区木月１−２６−１５ 尾原ビル１階

193 すみれ薬局 駅前店

中原区木月１−２７−１０

194 トモズ 元住吉西口店

中原区木月１−２８−８ 渋谷ビル１階

195 成川薬局本店

中原区木月１−２９−１９

196 成川薬局 元住吉調剤店

中原区木月１−３３−３１ プリムールＮＩＢ １Ｆ

197 綱島街道薬局

中原区木月２−１６−１０ ベレール元住吉１Ｆ

198 オリオン薬局

中原区木月３−６−３０ ロイヤルコンパウンド１０６

199 伊勢町薬局

中原区木月伊勢町4-16 アクアハイム101

200 昴祗園町薬局

中原区木月祗園町１４−１６−１１８

201 すみれ薬局

中原区井田中ノ町１２−１ サテライトマサミ１階

202 秋山薬局

中原区井田中ノ町３３−６

203 イソノ薬局 元住吉店

中原区井田中ノ町５−７

204 ダリヤ井田薬局

中原区井田１−３６−２

205 クリエイト薬局川崎下小田中店

中原区下小田中３−２５−１４

206 デイジー薬局

中原区下小田中６−４−４０

207 日本調剤 武蔵中原薬局

中原区下小田中３−３３−７

208 カリタ薬局 中原店

中原区下小田中１−２８−２０

209 オリーブ薬局 武蔵中原店

中原区下小田中１−３−１ ルースト１Ｆ

210 クリエイト薬局 川崎中原店

中原区下小田中２−１５−１

211 あけぼの薬局 武蔵中原店

中原区下小田中２−２−１ ピアオオタニ１Ｆ

212 こだなか薬局

中原区下小田中２−３３−２９−１０３

213 アイセイ薬局 武蔵中原店

中原区下小田中２−４−２９

214 スギ薬局 下新城店

中原区下新城２−６−６

215 トモズ武蔵新城店

中原区新城１−３−１ １階

216 グリーン調剤薬局

中原区新城１−５−１６−１０１

217 新城中央薬局

中原区新城２−５−９

218 ひまわり薬局

中原区新城３−１５−２０

219 シンノウ薬局

中原区新城３−２−１３ ラ・ビスタ１Ｆ

220 フジ薬局

中原区新城３−５−１９
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川崎市指定小児慢性特定疾病医療機関【薬局】
指定薬局（令和3年6月時点）
No
221 あいもーる調剤薬局

薬局名

所在地
中原区新城３−８−６ 山萬新城第２ビル１０２

222 ポピー薬局

中原区新城５−１−１ ウイステリアＡ １階

223 陽だまり薬局

中原区新城５−９−２６

224 なの花薬局 武蔵新城店

中原区上新城１−２−２８ さくらコート１Ｆ

225 薬樹薬局武蔵新城

中原区上新城２−１１−２９ 武蔵新城メディカルビル１階

226 ツルハドラッグ 新城駅前店

中原区上新城２−１４−２３ アドヴァンススクエア武蔵新城Ａ−２

227 新城薬局

中原区上新城２−９−５

228 ハウズ薬局

中原区宮内１−８−３

229 あけぼの薬局 宮内店

中原区宮内２−１２−２

230 ヒカリ薬局 武蔵新城店

中原区上小田中２−４２−２２

231 スギ薬局 上小田中店

中原区上小田中6-1-20

232 日本調剤 武蔵中原駅前薬局

中原区上小田中６−２６−３

233 シノダ薬局

中原区上新城２−３−１７

234 ハーモニー薬局

中原区上小田中１−２６−４

235 マルゼン薬局

中原区上小田中３−２６−１ コウシンビル１Ｆ

236 ハックドラッグ武蔵中原薬局

中原区上小田中５−２−２

237 ポピー薬局 武蔵中原店

中原区上小田中５−２−７ クレシア武蔵中原１F

238 薬局トモズ 新丸子店

中原区新丸子町７４２

239 ヤマグチ薬局 小杉店

中原区小杉町３−２５２ 朝日パリオ武蔵小杉１Ｆ

240 クオール薬局 新丸子店

中原区小杉町１−５２４−２ Ｍ・Ｈ武蔵小杉シャーメゾン１階

241 ウサギ薬局 武蔵小杉店

中原区小杉町１−３６５−１

242 薬樹薬局 小杉２号店

中原区小杉町１−５２９ 澤ビル１階

243 日本調剤 ザガーデン薬局

中原区小杉町2-228-1 ﾊﾟｰｸｼﾃｨ武蔵小杉ｻﾞｶﾞｰﾃﾞﾝﾀﾜｰｽﾞｳｴｽﾄB1

244 アイランド薬局 新丸子店

中原区小杉町１−５２８−６ 三浦ビル1階

245 コトブキ調剤薬局 武蔵小杉店

中原区小杉町１−４０３ 武蔵小杉タワープレイスビル１Ｆ

246 フレンド薬局

中原区小杉町１−５０９

247 アイランド薬局 小杉店

中原区小杉町１−５１０−１

248 ミキ薬局 武蔵小杉店

中原区小杉町１−５１０−２ セ・クレール武蔵小杉１０１

249 コクミン薬局 武蔵小杉店

中原区小杉町１−５１１−１ マイキャッスル武蔵小杉Ⅳ１０１

250 日本調剤 こすぎ薬局

中原区小杉町１−５１３

251 薬樹薬局小杉

中原区小杉町１−５１５ コートコア小杉１階１０１号室

252 矢野調剤薬局 小杉店

中原区小杉町１−５３３

253 フロンティア薬局 武蔵小杉店

中原区小杉町１−５４３−３ ＫＡＨＡＬＡ ＷＥＳＴ１−１０２

254 ハックドラッグ 武蔵小杉東急スクエア薬局

中原区小杉町３−１３０１ 武蔵小杉東急スクエア１階

255 みらい薬局 武蔵小杉店

中原区小杉町３−１５０１ セントア武蔵小杉Ａ棟１−１０３Ａ

256 三角堂薬局

中原区小杉町３―５

257 アイン薬局 武蔵小杉店

中原区小杉町３−４２０

258 トモズ 武蔵小杉店

中原区小杉町３−４３２

259 日本調剤 武蔵小杉薬局

中原区小杉町３−４３２−１８

260 アクア薬局

中原区小杉町３−４４１ 伊達ビル１階

261 日本調剤 小杉町薬局

中原区小杉町３−４４１−１

262 のぞみ薬局

中原区小杉町３−２４−４ １階

263 トモズ 今井南町店

中原区今井南町８−４７ 松本ビル１F

264 あおぞら薬局 武蔵小杉店

中原区今井仲町１２−１３ 東ハイツ１Ｆ Ｂ号室
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川崎市指定小児慢性特定疾病医療機関【薬局】
指定薬局（令和3年6月時点）
No
265 今井上町薬局

薬局名

所在地
中原区今井上町３−１０ 田辺ビル１F

266 スカイ薬局

中原区小杉御殿町２−８２−1 エムハウスⅢ １階

267 カバヤ薬局 溝口南公園店

高津区溝口３−１０−３７

268 薬樹薬局 ライフ溝口店

高津区溝口５丁目２４番８号 ライフ溝口店１階

269 二子薬局 溝の口店

高津区溝口１−１１−２６

270 二子薬局 中央店

高津区溝口１−１２−２０ 1F

271 サンドラッグ 溝ノ口薬局

高津区溝口１−１３−５

272 矢野調剤薬局 溝口中央通店

高津区溝口１−１４−１３

273 ファーコス薬局 中央

高津区溝口１−１６−３

274 アット薬局 中央店

高津区溝口１−１７−３

275 アイン薬局 高津店

高津区溝口１−１７−６ ラピスラズリ１Ｆ

276 丈夫屋メディカル薬局

高津区溝口１−１８−８

277 灰吹屋薬局 ノクティ店

高津区溝口１−４−１ ノクティプラザ２ Ｂ１Ｆ

278 二子薬局 センター店

高津区溝口１−５−１

279 二子薬局 パーク店

高津区溝口１−８−１１ エストレリータⅢ1階

280 灰吹屋薬局 溝口店

高津区溝口１−９−７

281 矢野調剤薬局 溝口神社前店

高津区溝口２−１７−３５−１０１

282 リキ薬局溝口

高津区溝口３−１４−８

283 稲垣薬局 溝口店

高津区溝口３−１−７ 和幸ダイヤモンドビル１Ｆ号室

284 日本調剤 溝口薬局

高津区溝口３−７−１

285 カバヤ薬局 駅前高津店

高津区溝口３−７−７

286 カバヤ薬局 高津警察前店

高津区溝口３−８−１

287 灰吹屋薬局本店

高津区溝口３−９−３

288 カバヤ薬局 高津図書館前店

高津区溝口４−１２−１６

289 灰吹屋薬局 高津駅前店

高津区溝口４−１−３

290 灰吹屋薬局 高津西口店

高津区二子４−１−２ 中興３ビル１Ｆ

291 本木薬局 高津店

高津区二子４−４−７

292 灰吹屋薬局 高津二子店

高津区二子５−１−１５

293 アイン薬局 溝口店

高津区二子５−１−２ ローゼ高津１F

294 有限会社 二子薬局

高津区二子５−２−５ １階

295 稲垣薬局 帝京溝口店

高津区二子５−２−８ １階

296 ラ・メール薬局 高津店

高津区二子１−１１−１７ パーシモン幸１０１号

297 丈夫屋メディカル薬局 高津店

高津区二子４−１−８

298 一本松薬局

高津区諏訪１−１０−１４

299 ウエルシア薬局 二子新地店

高津区諏訪１−１２−１ ドゥーエ二子新地１Ｆ

300 二子薬局 新地店

高津区諏訪１−３−３

301 アルプス薬局 二子店

高津区諏訪１−３−１５

302 わかば薬局高津

高津区北見方３−１２−１ エム・Ｋ・ハイム１０４

303 たけのこ薬局 溝ノ口店

高津区久本１−２−５

304 アネモネ薬局

高津区久本３−１−３０ ソルジェンテ溝の口１Ｆ

305 めぐみ薬局 溝口相談店

高津区久本１−７−１０

306 共創未来 溝の口店

高津区久本３−１４−１ ザ･タワーアンドパークス田園都市溝の口１Ｆ

307 アイセイ薬局 溝の口店

高津区久本３−２−１ ＷＥＬＬ−ＴＯＷＥＲ１階

308 カバヤ薬局 溝口パークシティ店

高津区久本３−６−１
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川崎市指定小児慢性特定疾病医療機関【薬局】
指定薬局（令和3年6月時点）
No
309 くすりサガミ薬局

薬局名

所在地
高津区坂戸１−１０−１０

310 カバヤ薬局 坂戸本店

高津区坂戸１−６−１９

311 みなと薬局

高津区末長2-10-21

312 アイセイ薬局 梶ヶ谷店

高津区末長１−２３−１７

313 アイバ薬局

高津区末長１−２３−３１

314 梶ヶ谷薬局

高津区末長１−４１−１２

315 レインボー薬局

高津区末長３−１２−１２

316 そうごう薬局 梶が谷店

高津区末長１−９−１スタイリオ梶が谷ＭＡＬＬ５階

317 わかば薬局 新作店

高津区新作３−１−４

318 新作薬局

高津区新作４−１１−２３

319 アイン薬局 新作店

高津区新作４−１２−６ FMビル１階

320 スマイル薬局梶ヶ谷店

高津区梶ヶ谷６−８−１

321 ヤマグチ薬局 梶ヶ谷店

高津区梶ケ谷３−６−１７ パークアベニュー１Ｆ

322 川崎千年薬局

高津区千年６２３−１ 小宮ビル

323 ちひろ薬局

高津区千年２００−４

324 クリエイト薬局 ちとせ店

高津区千年３０１−１ グランドコスモ千歳１０１

325 クスリのナカヤマ薬局 久地駅前店

高津区久地4-13-3

326 そうごう薬局 子母口店

高津区子母口４９７−２

327 あおぞら薬局

高津区久末１８９３

328 シゲ薬局

高津区久末９−３

329 なのはな薬局

高津区東野川１−１７−４

330 薬樹薬局川崎のがわ

高津区東野川１−７−１０

331 セイムス久末薬局

高津区東野川２−３６−４

332 うなね薬局

高津区宇奈根６３８−２

333 久地薬局

高津区久地４−１３−１

334 くじら薬局

高津区久地４−２３−１

335 バード薬局

高津区久地４−２４−３０ グリーンスクウェア００１号

336 きらら薬局

高津区久地４―１２―１１

337 飯田薬局 梶が谷店

高津区下作延２−３５−１ スペースアメニティ梶が谷１Ｆ

338 コスモス薬局 高津区役所前店

高津区下作延２−７−３０ プラザフォンテーヌ１階

339 アイセイ薬局 高津区役所前店

高津区下作延２−４−３

340 矢野調剤薬局 溝口下作延店

高津区下作延２−７−２６−１０２

341 あおば薬局 梶ヶ谷店

高津区下作延３−３−１０ スルバリエ梶ヶ谷１０２

342 セントラル薬局溝の口不動

高津区下作延４−２７−１０−１０３

343 二子薬局 津田山店

高津区下作延６−４−３

344 セントラル薬局 川崎梶が谷

高津区下作延３−２２−１ ディアマンテ１０１号室

345 セントラル薬局 溝口宮の下

高津区上作延５３９−５

346 田辺薬局 川崎高津店

高津区北見方２−１６−１

347 クオール薬局 武蔵小杉南店

中原区市ノ坪127-24 ｸﾚｰﾙ武蔵小杉1階

348 ファーコス薬局 かしの木

宮前区有馬３−１３−５

349 ひかり薬局

宮前区野川３００４−１

350 クリエイト薬局川崎東有馬店

宮前区東有馬２−１−１０

351 有馬センター薬局

宮前区東有馬３−５−２８

352 アルファ薬局

宮前区東有馬５−２４−１ サンパルエ１階 １号室
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川崎市指定小児慢性特定疾病医療機関【薬局】
指定薬局（令和3年6月時点）
No
薬局名
353 阪神調剤薬局 鷺沼店

所在地
宮前区有馬４−１７−２２

354 アイセイ薬局 鷺沼店

宮前区有馬５丁目１９番７ １０２

355 コスモス薬局

宮前区有馬５−１８−２２

356 はなまる薬局 鷺沼駅前店

宮前区鷺沼１−１８−１０ フレンド・ベース１０２

357 薬樹薬局 鷺沼３号mammy店

宮前区鷺沼３−３−１ 伊藤ビルＢ号室

358 パル 鷺沼駅薬局

宮前区鷺沼３−４−５

359 薬樹薬局 鷺沼春待坂店

宮前区鷺沼３−５−８ ドルチェ鷺沼１階

360 トモズ フレルさぎ沼店

宮前区鷺沼１−１ フレルさぎ沼２階

361 みどり薬局

宮前区鷺沼１−１１−１４

362 さぎぬま薬局

宮前区鷺沼１−１１−６−１０３

363 さくら調剤薬局

宮前区鷺沼１−１２−２

364 アガペ鷺沼薬局

宮前区鷺沼１−２２−７ カーサエステレーヤ１Ｆ

365 鷺沼きりん薬局

宮前区鷺沼１−３−１３ 鷺沼東急アパート

366 エーケー有馬薬局 鷺沼店

宮前区鷺沼３−１−３６

367 薬樹薬局鷺沼

宮前区鷺沼３−２−６ 鷺沼センタービル１階

368 パル薬局 鷺沼店

宮前区鷺沼４−１０−３０

369 クリエイト薬局川崎鷺沼店

宮前区鷺沼１−１８−１１ ニューウェル１階

370 薬局トモズ 鷺沼北口店

宮前区鷺沼４−１−１

371 クリエイト薬局 宮前土橋店

宮前区土橋１−２１−１１ ビル・ベルディア１階

372 クリエイト薬局 川崎宮前区役所前店

宮前区土橋７−１−３ NDY１階

373 薬樹薬局土橋

宮前区土橋３−３−１ ドゥーエ・アコルデＢ１階０１号室

374 村上薬局

宮前区土橋６−７−３

375 ヤシの木薬局 宮前平店

宮前区宮前平１−６−１３ Magnolia１０２

376 クリエイト薬局川崎宮前平店

宮前区宮前平２−８−２８

377 トモズ 宮前平店

宮前区宮前平２−１５−１５

378 灰吹屋薬局 宮前平店

宮前区宮前平２−１５−８

379 薬樹薬局 宮前平２号店

宮前区小台２−６−６ 宮前平ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ1階

380 たんぽぽ薬局

宮前区小台１−２０−１

381 バンビーノ薬局

宮前区小台２−４−５

382 薬樹薬局宮前平

宮前区小台２−６−６ 宮前平メディカルモール１階

383 松美堂薬局

宮前区小台２−７−１９

384 たまプラーザ薬局

宮前区犬蔵２−７−１

385 潮見台薬局

宮前区潮見台２０−３

386 ハートランド薬局

宮前区潮見台６−７

387 クリエイト薬局 川崎菅生店

宮前区菅生２−１−１３

388 パル薬局蔵敷店

宮前区菅生２−１−６ 日向園ビル１階

389 パル薬局 菅生店

宮前区菅生４−１−２８

390 レガロ薬局

宮前区菅生５−５−４

391 田辺薬局 宮前平橋店

宮前区平１−１−４

392 パル調剤薬局

宮前区平２−１１−３

393 スギ薬局 たいら店

宮前区平２−４−３８ そうてつローゼンたいら店１階

394 宮前たいら薬局

宮前区平４−４−１ リレント２号室

395 グリーン薬局

宮前区けやき平１−１６

396 えがお薬局 宮前店

宮前区南平台３−１８
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川崎市指定小児慢性特定疾病医療機関【薬局】
指定薬局（令和3年6月時点）
No
397 薬局神木

薬局名

所在地
宮前区神木本町２−２−１５

398 薬樹薬局宮崎台

宮前区神木２−２−１ 宮崎台メディカルプラザＡ棟１階

399 プラザ薬局宮崎台

宮前区宮崎１０３−３

400 調剤薬局日本メディカルシステム 宮崎台店

宮前区宮崎１−８−２１

401 スギ薬局 宮崎台

宮前区宮崎１−９−１ 宮崎台ビューグリーン１階

402 アイセイ薬局 宮崎台店

宮前区宮崎２−１０−２

403 しあわせ薬局

宮前区宮崎６−１−１４

404 薬樹薬局梶ヶ谷

宮前区宮崎１５３−２

405 日本調剤 宮崎台薬局

宮前区宮崎２−１０−３ さくら坂ビル１F

406 クリエイトエス・ディー 川崎宮崎台駅前店薬局

宮前区宮崎２−１０−８

407 あつみ薬局 宮崎台店

宮前区宮崎２−１３−４ 箕輪ビル１階

408 宮崎台調剤薬局

宮前区宮崎２−２−１ グランデュール宮崎台１階

409 みらいず薬局

宮前区宮崎２−９−３−１０１

410 宮前平薬局

宮前区宮崎６−９−５

411 薬樹薬局馬絹

宮前区馬絹６−２２−１３ 第２ケーエービル１階

412 クリエイトエス・ディー 川崎野川店薬局

宮前区南野川１−５−３

413 ハックドラッグ川崎稲田堤薬局

多摩区菅５−２−２

414 矢野調剤薬局 川崎店

多摩区菅１−１−１２

415 金龍堂薬局

多摩区菅１−２―３１ プラザクリエイト１０１号

416 ひばり調剤薬局

多摩区菅１−４−１４

417 ポピー薬局 稲田堤店

多摩区菅２−１５−５ １Ｆ

418 もえぎ薬局

多摩区菅２−２−２６

419 矢野調剤薬局 京王稲田堤店

多摩区菅２−８−２５

420 イナダ薬局

多摩区菅２−９−１−１０３

421 クスリのナカヤマ薬局 京王稲田堤駅前店

多摩区菅４−３−３２

422 菅薬局

多摩区菅稲田堤１−１３−１７

423 矢野調剤薬局 メディカルステーションサイド稲田堤店 多摩区菅稲田堤１−１７−２８−１０１
424 よみうりランド薬局

多摩区菅仙谷４−１−５

425 スミレ薬局

多摩区菅北浦４−３−１

426 たま薬局

多摩区菅北浦２−２−２３

427 アリーナ薬局 中野島店

多摩区布田３２−４０

428 エール薬局 中野島店

多摩区中野島３−１４−１０ 中野島駅前メディカルヴィレッジＢ棟 １階

429 薬局中野島Ｃ・Ｓファーマシー

多摩区中野島３−２７−３４

430 ひだまり薬局

多摩区中野島６−２２−１９

431 アイセイ薬局 中野島店

多摩区中野島３−１４−３７ ステラガーデン１０１

432 いずみ薬局

多摩区中野島４−８−１

433 クスリのナカヤマ薬局 中野島店

多摩区中野島６−２６−１

434 ファーマシーダックス

多摩区中野島６−２６−２

435 クスリのナカヤマ薬局 登戸新町店

多摩区登戸新町３５９−１ トーヨービル３

436 なの花薬局 登戸店

多摩区登戸新町３３７

437 しんかわ井出薬局

多摩区登戸１６５４

438 クリエイト薬局 川崎向ヶ丘遊園店

多摩区登戸１８５４ 伊藤ビル１階

439 クスリのナカヤマ薬局 向ヶ丘遊園北口店

多摩区登戸２０２７ トゥッティ向ヶ丘１階

440 日本調剤 登戸駅前薬局

多摩区登戸２４２７−５ メディカルプレイス田中１階
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川崎市指定小児慢性特定疾病医療機関【薬局】
指定薬局（令和3年6月時点）
No
薬局名
441 はなまる薬局 登戸店

所在地
多摩区登戸２４２８

442 薬樹薬局 登戸

多摩区登戸２４２８−４ ロッソペレンネ１階

443 そうごう薬局 登戸駅前店

多摩区登戸２５６５番地１ イル・マーレ１階

444 クスリのナカヤマ薬局 登戸駅前店

多摩区登戸２５６９−１ 如文ビル１階

445 薬樹薬局 新登戸

多摩区登戸２５７０−７ マグノリア１階

446 新登戸薬局

多摩区登戸１７９２−２

447 あすなろ薬局

多摩区登戸１８０１ オンブラージュ１０１

448 クスリのナカヤマ薬局 多摩区役所前店

多摩区登戸１８０２

449 グッドファーマシー ナカヤマ

多摩区登戸１８４２ Ｍ ｓ ｃｏｒｅ

450 たから薬局 向ヶ丘遊園店

多摩区登戸２１３０−２ アトラスタワー向ヶ丘遊園１Ｆ

451 エンゼルファーマシー

多摩区登戸２６７９−１ オフィス向ヶ丘１階

452 クスリのナカヤマ薬局 ガンバ店

多摩区登戸２６８４−２ 丸栄向ヶ丘ビル１Ｆ

453 クスリのナカヤマ薬局 向ヶ丘遊園店

多摩区登戸２７０８−１ ＹＭビル１Ｆ

454 向ヶ丘薬局

多摩区登戸２７１０−６

455 せせらぎ薬局

多摩区登戸２７６６−５

456 向日葵薬局

多摩区登戸３１６７−８ Ｗｉｎｄ Ｈｉｌｌ １Ｆ

457 クスリのナカヤマ薬局 登戸店

多摩区登戸３２８７−１ サンネックス峰１Ｆ

458 さつき調剤山口薬局

多摩区登戸３３１４−２ 丸栄登戸第２ビル１階Ｂ

459 のぼりと井出薬局

多摩区登戸３３８５−１

460 登戸薬局

多摩区登戸３４０２

461 フジ薬局 登戸駅ビル店

多摩区登戸３４３５

462 たから薬局 登戸店

多摩区登戸３４８６−３

463 アイン薬局 登戸店

多摩区登戸３４８７−１２ BKビル1階

464 もみの木薬局

多摩区登戸５３８

465 クリエイト薬局 川崎登戸店

多摩区登戸５８２

466 矢野調剤薬局 宿河原店

多摩区宿河原４−２１−１８

467 ハックドラッグ 宿河原薬局

多摩区宿河原７−１６−５

468 Ｃ・Ｓファーマシー

多摩区宿河原３−１２−６

469 宿河原薬局

多摩区宿河原３−３−２１

470 ４丁目ＣＳファーマシー

多摩区宿河原４−２４−２２

471 長岡第一薬局

多摩区宿河原４−２５−４

472 エーアールファーマシー

多摩区堰３−５−１３

473 オレンジ薬局 宿河原店

多摩区長尾５−２−２−１０２

474 花梨薬局

多摩区東生田１−２−１１

475 フジ薬局

多摩区三田４−１−３

476 クリエイト薬局 マリアンナ医大前店

多摩区長沢２−２０−４０

477 フジ薬局 大学病院前店

多摩区長沢２−１４−１

478 さくら薬局 川崎長沢店

多摩区長沢２−１４−９

479 クオール薬局 聖マリアンナ医大前店

多摩区長沢２−２０−３１

480 ハックドラッグ 長沢薬局

多摩区長沢４−１−３

481 フジ薬局 長沢店

多摩区長沢４−２−６

482 南いくた薬局

多摩区南生田４−６−５

483 中川薬局 南生田店

多摩区南生田４−２０−１

484 マリー薬局

多摩区南生田７−２０−２
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川崎市指定小児慢性特定疾病医療機関【薬局】
指定薬局（令和3年6月時点）
No
薬局名
485 ななほし薬局 読売ランド前店

所在地
多摩区西生田１−８−１ 藤和読売ランド前コープ１０３

486 レインボー生田調剤薬局

多摩区西生田２−１−２３

487 日進調剤薬局 世田谷通店

多摩区西生田２−２−３

488 灰吹屋薬局 読売ランドハナミズキ店

多摩区西生田３−９−２７

489 灰吹屋薬局 読売ランド店

多摩区西生田３−９−３０

490 クオール薬局 西生田店

多摩区西生田５−２７−１５

491 クスリのナカヤマ薬局 生田世田谷通り店

多摩区生田７−１０−１１

492 日進調剤薬局

多摩区生田７−２−１３

493 クスリのナカヤマ薬局 生田駅南口店

多摩区生田７−２−１８

494 さくら薬局 川崎栗谷店

多摩区栗谷３−１−１ 井田ビル

495 マスカット薬局生田店

多摩区栗谷３−１−６

496 葵調剤薬局

多摩区登戸３２００−１

497 アイセイ薬局 新百合ヶ丘店

麻生区万福寺１−１−２−４０１

498 薬局マツモトキヨシ 小田急新百合ヶ丘店

麻生区万福寺１−１７−１ 北館３Ｆ

499 ハックドラッグ 万福寺薬局

麻生区万福寺3-1-2 Odakyu OX万福寺店2F

500 フジ薬局 新百合山手通り店

麻生区万福寺６−７−２ メディカルモリノビル１Ｆ

501 クリエイト薬局川崎千代ケ丘店

麻生区千代ケ丘９−２−５

502 新ゆりプラザ薬局

麻生区千代ケ丘４−１８−１２

503 千代ケ丘調剤薬局

麻生区千代ケ丘８−１−２０−１０１

504 たま調剤薬局 千代ケ丘店

麻生区千代ケ丘８−１−３ ウエストプラザ１０４

505 かなほど薬局

麻生区金程１−３４−１４

506 百合丘ホーム薬局

麻生区百合丘1-18-5 ﾅﾋﾞﾀｼｵﾝ百合ヶ丘1F

507 クオール薬局 小田急百合ヶ丘駅店

麻生区百合ケ丘１−２１−１

508 ユキポン薬局

麻生区百合丘１−１８−１５ 百合サロン１Ｆ

509 薬樹薬局百合ケ丘

麻生区百合丘１−１９−２ 司生堂ビル２階

510 薬局百合丘ＮＹファーマシー

麻生区百合丘１−４−１

511 川崎リリー薬局

麻生区百合丘２−３−７

512 ふれあい薬局

麻生区百合丘２−７−９

513 沢辺薬局

麻生区東百合ヶ丘４−４２−８

514 ワカバ薬局

麻生区東百合丘２−３１−８

515 クオール薬局 白山店

麻生区白山４−１−１−１２２

516 ななほし薬局 王禅寺店

麻生区王禅寺西４−２−１２ フォートレス王禅寺 １Ｆ

517 山口台薬局

麻生区王禅寺西５−２−１７

518 しんゆり薬局

麻生区王禅寺東３−２６−４

519 ひまわり薬局

麻生区王禅寺東３−２６−５

520 クオール薬局 王禅寺店

麻生区王禅寺東４−１−１９

521 なの花薬局 王禅寺店

麻生区王禅寺東５−１−２

522 イオン薬局 イオンスタイル新百合ヶ丘

麻生区上麻生１−１９

523 イオン薬局 イオンスタイル上麻生

麻生区上麻生４−３−１ イオンスタイル上麻生

524 ハックドラッグ川崎柿生薬局

麻生区上麻生５−４１−１

525 フジ薬局 柿生店

麻生区上麻生６−２６

526 フロンティア薬局 柿生店

麻生区上麻生6-27-10-104

527 たわら薬局

麻生区上麻生６−３１−１

528 フジ薬局 オーパ店

麻生区上麻生１−１−１
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川崎市指定小児慢性特定疾病医療機関【薬局】
指定薬局（令和3年6月時点）
No
薬局名
529 新百合ヶ丘ファーマシー

所在地
麻生区上麻生１−２０−１ 小田急アコルデ新百合ヶ丘８階

530 新百合ヶ丘薬局 駅前店

麻生区上麻生１−３−８

531 なの花薬局 新百合ヶ丘店

麻生区上麻生１−５−２ ４F

532 フジ薬局 新百合ヶ丘駅前店

麻生区上麻生１−６−３

533 新百合ケ丘薬局

麻生区上麻生１−９−１０

534 山口台タツミ薬局

麻生区上麻生４−３４−３

535 あすか薬局

麻生区上麻生５−３８−１０ プラザピアⅡ 1F

536 しま薬局

麻生区上麻生５−３８−５

537 かもめ薬局 柿生店

麻生区上麻生５−４０−３

538 上麻生薬局

麻生区上麻生５−６−１１

539 ウェルファームあおば薬局

麻生区上麻生６−３９−３６Ｂ号

540 クリエイト薬局 京王若葉台駅前店

麻生区黒川５６２−６

541 ハックドラッグ 下麻生薬局

麻生区下麻生２−１１−７

542 クリエイトエス・ディー 川崎下麻生店薬局

麻生区下麻生３−２５−１８

543 ツルハドラッグ 栗平駅前店

麻生区白鳥３−５−２ ガーデンヒルズ白鳥１階

544 そうごう薬局 五月台店

麻生区五力田２−１４−８

545 さつき台薬局

麻生区五力田２−２−１ メイヒルズ１０１号

546 クリエイト薬局 川崎万福寺店

麻生区古沢１９７−１ １階

547 一貫堂薬局

麻生区古沢１７２−１

548 キリン堂薬局 新百合ヶ丘店

麻生区古沢１７７

549 新百合ヶ丘 たわら薬局

麻生区古沢２２

550 クローバー薬局

麻生区栗平２−１−６ 小田急マルシェ栗平１０６

551 竹下薬局

麻生区栗平２−３−１ オダキューＯＸ栗平店内

552 栗木台薬局

麻生区栗木台１−２−４

553 カワチ薬局 はるひ野店

麻生区はるひ野４−２−１

554 セイムスはるひ野駅前店

麻生区はるひ野４−４−１ はるひ野メディカルヴィレッジＤ棟
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