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アイセイ薬局南清水店 アイセイヤッキョクミナミシミズテン 661-0985 南清水37-32 06-6498-6991 育成医療・更生医療 田畑　慶子 平成28年6月1日

あおぞら薬局尼崎店 アオゾラヤッキョクアマガサキテン 660-0875 南竹谷町1-11-3 06-4869-7001 育成医療・更生医療 五反　浩志 平成29年10月1日

アカネ薬局 アカネヤッキョク 661-0033 南武庫之荘1-6-13-103 06-6436-8585 育成医療・更生医療 矢島　昭子 平成30年2月1日

あけぼの薬局尼崎栗山町店 アケボノヤッキョクアマガサキクリヤマチョウテン 661-0013 栗山町2-13-1 06-6424-5220 育成医療・更生医療 武藤　かおり 平成30年6月1日

あけぼの薬局尼崎店 アケボノヤッキョクアマガサキテン 660-0062 浜田町5-30 06-6411-0788 育成医療・更生医療 水野　敦雄 平成30年6月1日

あけぼの薬局立花店 アケボノヤッキョクタチバナテン 660-0052 七松町1-2-1-601F 06-4869-3500 育成医療・更生医療 山本　祐子 平成29年11月1日

浅尾調剤薬局 アサオチョウザイヤッキョク 660-0052 七松町3-2-19 06-6419-3096 育成医療・更生医療 浅尾　康弘 令和4年4月1日

あさひ調剤薬局 アサヒチョウザイヤッキョク 660-0892 東難波町5-7-25 06-6415-9212 育成医療・更生医療 藤田　純達 平成30年2月1日

あさひ薬局園田店 アサヒヤッキョクソノダテン 661-0953 東園田町9-1-14-101 06-6498-3869 育成医療・更生医療 大水流　志帆 平成30年2月1日

アスカ西武庫薬局 アスカニシムコヤッキョク 661-0045 武庫豊町3-9-11-2F 06-6434-2387 育成医療・更生医療 池田　智美 令和3年5月20日

あすか薬局 アスカヤッキョク 661-0033 南武庫之荘2-24-27 06-4962-6226 育成医療・更生医療 日髙　丈 令和3年12月1日

あすなろ薬局 アスナロヤッキョク 661-0033 南武庫之荘1-13-3 06-6438-7252 育成医療・更生医療 金谷　優 令和3年10月1日

アポテーク塚口薬局 アポテークツカグチヤッキョク 661-0012 南塚口町2-33-1 06-6421-0680 育成医療・更生医療 守屋　智世 平成29年6月1日

尼崎つばさ薬局 アマガサキツバサヤッキョク 660-0885 神田南通2-52-3 06-6147-6490 育成医療・更生医療 松本　知之 平成30年2月1日

尼崎のe薬局 アマガサキノイーヤッキョク 660-0803 長洲本通1-13-22 06-4950-5108 育成医療・更生医療 小島　由紀夫 令和3年12月1日

あまとら薬局 アマトラヤッキョク 660-0884 神田中通3-74 06-6415-6365 育成医療・更生医療 王子　ひで子 令和2年8月1日

アルファ調剤薬局 アルファチョウザイヤッキョク 661-0002 塚口町1-19-1 06-6428-3350 育成医療・更生医療 市原　真弥 令和元年10月1日

生実薬局 イキミヤッキョク 660-0884 神田中通6-219-6 06-6413-0348 育成医療・更生医療 中村　祥子 平成30年12月1日

いちご薬局 イチゴヤッキョク 661-0033 南武庫之荘11-12-14 06-6480-8700 育成医療・更生医療 前原　花奈子 令和3年4月1日

いちご薬局北店 イチゴヤッキョクキタテン 661-0033 南武庫之荘11-12-18 06-6439-1581 育成医療・更生医療 北西　孝后 令和3年4月1日

いろどり薬局武庫之荘店 イロドリヤッキョクムコノソウテン 661-0003 富松町3-23-5 06-4961-1189 育成医療・更生医療 門川　かずみ 平成29年12月1日

ウエルシア尼崎南塚口薬局 ウエルシアアマガサキミナミツカグチヤッキョク 661-0012 南塚口町6-1-5 06-4961-5755 育成医療・更生医療 酒井　弥侑 令和3年6月27日

ウエルシア薬局尼崎大庄店 ウエルシアヤッキョクアマガサキオオショウテン 660-0073 菜切山町10 06-6430-0225 育成医療・更生医療 辻　幸延 令和4年4月1日

ウエルシア薬局尼崎潮江店 ウエルシアヤッキョクアマガサキシオエテン 661-0976 潮江1-36-15 06-4960-7551 育成医療・更生医療 北原　拓磨 平成30年8月1日

ウエルシア薬局尼崎新園田店 ウエルシアヤッキョクアマガサキシンソノダテン 661-0982 食満7-5-17 06-6494-1755 育成医療・更生医療 谷口　数起 令和4年4月1日

ウエルシア薬局尼崎長洲店 ウエルシアヤッキョクアマガサキナガステン 660-0807 長洲西通2-7-1 06-4868-5191 育成医療・更生医療 中村　隆志 令和4年4月1日

ウエルシア薬局尼崎西立花店 ウエルシアヤッキョクアマガサキニシタチバナテン 660-0053 西立花町5-9-16 06-6430-0054 育成医療・更生医療 柄谷　光章 令和4年4月1日

ウエルシア薬局尼崎南武庫之荘店 ウエルシアヤッキョクアマガサキミナミムコノソウテン 661-0033 南武庫之荘7-11-5 06-6480-5120 育成医療・更生医療 田中　俊治 平成30年8月1日

ウエルシア薬局尼崎武庫之荘北店 ウエルシアヤッキョクアマガサキムコノソウキタテン 661-0035 武庫之荘7-10-7 06-6434-1890 育成医療・更生医療 髙尾　佳弘 平成30年10月1日

ａｋ薬局 エーケーヤッキョクタチバナテン 660-0054 西立花町3-1-1 06-4869-5107 育成医療・更生医療 三苫　祐作 平成29年10月1日

エコ薬局尼崎店 エコヤッキョクアマガサキテン 660-0893 尼崎市西難波町4-5-26 06-6488-3005 育成医療・更生医療 廣谷　健太 令和2年4月1日

エムハート薬局むこのそう店 エムハートヤッキョクムコノソウ 661-0035 武庫之荘2-30-12 ﾕﾆﾌｧｰ101号室 06-6434-1752 育成医療・更生医療 永井　悠子 平成28年8月1日

オーエス薬局 オーエスヤッキョク 660-0892 東難波町5-20-10 06-6489-1450 育成医療・更生医療 田辺　恵子 令和3年4月1日

大岡薬局 オオオカヤッキョク 661-0967 浜3-1-2 06-6499-7932 育成医療・更生医療 大岡　規佐子 令和2年12月1日

大手前薬局 オオテマエヤッキョク 661-0976 潮江1-4-5　1階 06-6492-3737 育成医療・更生医療 真利　邦子 令和3年4月1日

おひさま薬局三反田店 オヒサマヤッキョクサンタンダテン 661-0024 三反田町2-18-22 06-6415-9647 育成医療・更生医療 近藤　千明 平成30年6月1日

オレンジ薬局尼崎店 オレンジヤッキョクアマガサキテン 660-0064 稲葉荘2-6-18 06-6417-9386 育成医療・更生医療 田中　晶 平成29年12月1日

オレンジ薬局東大物店 オレンジヤッキョクヒガシダイモツテン 660-0828 東大物町2-2-30 06-4868-8555 育成医療・更生医療 田川　勇 令和元年12月1日

カイセイ薬局 カイセイヤッキョク 660-0803 長洲本通1-16-29 06-6481-7411 育成医療・更生医療 井上　晃博 平成28年6月1日

カイセイ薬局（武庫元町） カイセイヤッキョク（ムコモトマチ） 661-0043 武庫元町1-25-10 06-6439-7491 育成医療・更生医療 市川　敬太 平成30年8月1日

かえる薬局　労災病院前店 カエルヤッキョクロウサイビョウインマエテン 660-0064 尼崎市稲葉荘2-6-17 06-6430-0269 育成医療・更生医療 本多　良章 令和2年6月1日

カムイ調剤薬局 カムイチョウザイヤッキョク 660-0892 東難波町2-11-9 06-6415-6721 育成医療・更生医療 早川　育子 令和3年8月1日
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かりん薬局 カリンヤッキョク 660-0815 今福1-1-28-101 06-6480-8200 育成医療・更生医療 川　知子 令和3年4月1日

かるがも薬局立花店 カルガモヤッキョクタチバナテン 660-0052 七松町1-10-20 06-6430-5737 育成医療・更生医療 河村　聡子 令和3年8月1日

キタムラ薬局 キタムラヤッキョク 660-0052 七松町1-1-1-118 06-6415-8308 育成医療・更生医療 北村　忠司 令和2年2月1日

協和薬局 キョウワヤッキョク 661-0981 猪名寺2-17-5　サカエハイツ１階 06-6470-2611 育成医療・更生医療 岡田　江梨奈 令和3年10月1日

キリン堂薬局尼崎北店 キリンドウヤッキョクアマガサキキタテン 661-0965 次屋2-13-24 06-6495-1340 育成医療・更生医療 溝口　大貴 令和3年12月1日

キリン堂薬局杭瀬店 キリンドウヤッキョククイセテン 660-0814 杭瀬本町1-9-18 06-6423-7777 育成医療・更生医療 村山　久美子 令和3年8月1日

クオール薬局杭瀬コスモス店 クオールヤッキョククイセコスモステン 660-0814 杭瀬本町2-20-1 06-6401-0022 育成医療・更生医療 堺井　優希 平成30年10月1日

クオール薬局杭瀬さくら店 クオールヤッキョククイセサクラテン 660-0814 杭瀬本町2-18-13 06-6481-2200 育成医療・更生医療 衣笠　友里 令和2年2月1日

クオール薬局杭瀬本店 クオールヤッキョククイセホンテン 660-0814 杭瀬本町2-16-14 06-6481-1101 育成医療・更生医療 米田　真穂 平成30年10月1日

クジラ薬局 クジラヤッキョク 660-0858 築地2-1-15　ヴィル・ブランシェ1Ｆ 06-6435-9831 育成医療・更生医療 藤井　隆 平成30年3月1日

グッドプラン薬局東難波店 グッドプランヤッキョクヒガシナニワテン 660-0892 東難波町2-16-12　Ｔ'ｓクリニックビル尼崎 06-6480-5013 育成医療・更生医療 田中　都子 平成29年12月1日

クレエル薬局 クレエルヤッキョク 660-0823 大物町1-9-29 06-6483-3338 育成医療・更生医療 中村　信也 平成29年4月1日

ココカラファイン薬局立花店 ココカラファインヤッキョクタチバナテン 661-0025 立花町4-2-17
06-6438-
6430

育成医療・更生医療 齊藤　徳子 令和元年8月1日

ことぶき薬局 コトブキヤッキョク 660-0063 大庄北3-5-8 06-6418-1536 育成医療・更生医療 柴田　敦司 令和4年4月1日

サエラ薬局武庫之荘店 サエラヤッキョクムコノソウテン 661-0035 武庫之荘1-37-14-1F 06-4950-0371 育成医療・更生医療 小笠原　未歩 令和3年2月1日

サエラ薬局阪神尼崎店 サエラヤッキョクムハンシンアマガサキテン 660-0827 西大物町12-41　アマゴッタ4F 06-4868-4189 育成医療・更生医療 柿本　茂希 平成30年1月1日

さくら薬局塚口駅前店 サクラヤッキョクツカグチエキマエテン 661-0002 塚口町1-2-2　河村ビル2F 06-6439-6050 育成医療・更生医療 日向　泰斗 令和2年4月1日

さくら薬局東園田店 サクラヤッキョクヒガシソノダテン 661-0953 東園田町4-96-6Sﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1F 06-6497-2194 育成医療・更生医療 金子　由美子 平成28年10月1日

さくらんぼ薬局 サクランボヤッキョク 660-0884 神田中通9-293-8 06-6411-4600 育成医療・更生医療 藤田　哲也 令和3年4月1日

サンドラッグ武庫之荘薬局 サンドラッグムコノソウヤッキョク 661-0044 武庫町1-36-26 06-4962-5601 育成医療・更生医療 俵　靖治 令和4年4月1日

サンミ調剤薬局 サンミチョウザイヤッキョク 660-0064 稲葉荘2-6-12 06-6430-5066 育成医療・更生医療 安田　幸弘 令和3年12月1日

サンミ調剤薬局武庫元町店 サンミチョウザイヤッキョクムコモトマチテン 661-0043 武庫元町1-34-10 06-6434-1101 育成医療・更生医療 北村　有優巳 平成30年2月1日

しあわせ薬局 シアワセヤッキョク 661-0035 武庫之荘1-5-7-1F 06-6433-4771 育成医療・更生医療 福原　正 令和3年4月1日

祥漢堂薬局塚口店 ショウカンドウヤッキョクツカグチテン 661-0001 塚口本町3-29-20　タニショウビル1F 06-6429-7712 育成医療・更生医療 谷山　淳子 令和3年12月1日

しろくま薬局塚口店 シロクマヤッキョクツカグチテン 661-0002 塚口町2-8-2 育成医療・更生医療 太田　真理子 令和4年1月1日

スギ薬局尼崎潮江店 スギヤッキョクアマガサキシオエテン 661-0976 潮江1-22-1　ｱﾐﾝｸﾞ潮江ｳｴｽﾄ１番館１階 06-4960-7137 育成医療・更生医療 村瀬　麻衣子 令和3年4月1日

スギ薬局尼崎西立花店 スギヤッキョクアマガサキニシタチバナテン 660-0054 西立花町3-4-20 06-6415-7262 育成医療・更生医療 廣瀨　恵美 令和2年10月1日

スギ薬局尼崎西長洲店 スギヤッキョクアマガサキニシナガステン 660-0807 長洲西通1-8-23 06-4868-8101 育成医療・更生医療 倉橋　佳代 平成29年8月1日

スギ薬局尼崎水堂町店 スギヤッキョクアマガサキミズドウチョウテン 661-0026 水堂町4-2-1 06-4962-3822 育成医療・更生医療 守岡　麻里 令和3年4月1日

スギ薬局尼崎南七松店 スギヤッキョクアマガサキミナミナナマツテン 660-0053 南七松町2-8-22 06-6430-1350 育成医療・更生医療 大山　美穂 平成30年8月1日

スギ薬局尼崎三和店 スギヤッキョクアマガサキミワテン 660-0883 神田北通6-152-2 葉山神田北ビル1階 06-6430-9812 育成医療・更生医療 森口　好孝 令和4年2月1日

スギ薬局上坂部店 スギヤッキョクカミサカベテン 661-0979 上坂部1-3-25 06-6494-6300 育成医療・更生医療 髙田　哲志 平成29年8月1日

スギ薬局上ノ島店 スギヤッキョクカミノシマテン 661-0014 上ノ島町2-36-8 06-6424-3451 育成医療・更生医療 亀田　祐希 平成29年8月1日

スギ薬局阪神尼崎駅前店 スギヤッキョクハンシンアマガサキエキマエテン 660-0861 御園町54　カーム尼崎1F　109号室 06-6430-6592 育成医療・更生医療 笹倉　由似 令和2年2月1日

スギ薬局阪神尼崎店 スギヤッキョクハンシンアマガサキテン 660-0884 神田中通4-157 06-6430-5519 育成医療・更生医療 小澤　沙佑美 令和3年4月1日

スギ薬局東園田店 スギヤッキョクヒガシソノダテン 661-0953 東園田町2-55-1 06-4960-4711 育成医療・更生医療 安達　理恵 平成28年6月1日

スギ薬局南塚口店 スギヤッキョクミナミツカグチテン 661-0012 南塚口町7-22-4 06-4950-0661 育成医療・更生医療 福岡　綾子 平成28年12月1日

スギ薬局南武庫之荘店 スギヤッキョクミナミムコノソウテン 661-0033 南武庫之荘1-8-24 ソラリスビル1階 06-4950-0930 育成医療・更生医療 寺坂　愛 令和3年4月1日

スギ薬局武庫之荘店 スギヤッキョクムコノソウテン 661-0033 南武庫之荘1-19-20 阪急ｵｱｼｽ武庫之荘店2階 06-4962-5080 育成医療・更生医療 山本　佳代 令和3年4月1日

すばる薬局 スバルヤッキョク 660-0892 東難波町5-2-7 06-6481-0486 育成医療・更生医療 佐藤　裕子 令和3年2月1日

すみれ薬局 スミレヤッキョク 661-0975 下坂部1-7-26 06-4960-5500 育成医療・更生医療 志賀　謙一 令和3年4月1日

セガミ薬局塚口店 セガミヤッキョクツカグチテン 661-0002 塚口町1-15-8いかりスーパーB1 06-4961-6852 育成医療・更生医療 湯浅　直子 平成30年2月1日

そうけん薬局上坂部店 ソウケンヤッキョクカミサカベテン 661-0979 上坂部3-28-27 06-6415-6431 育成医療・更生医療 近藤　都子 令和4年2月1日
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そうけん薬局潮江店 ソウケンヤッキョクシオエ 661-0976 潮江1-15-3-102 06-6499-3721 育成医療・更生医療 髙田　みゆき 令和3年4月1日

そうけん薬局常光寺店 ソウケンヤッキョクジョウコウジテン 660-0811 常光寺1-27-18 06-4950-6091 育成医療・更生医療 　山口　亮司 平成30年2月1日

そうけん薬局立花店 ソウケンヤッキョクタチバナテン 661-0025 立花町1-5-15 06-4950-0471 育成医療・更生医療 宮橋　大樹 令和3年10月1日

そうけん薬局　塚口店 ソウケンヤッキョクツカグチテン 661-0012 南塚口町2-18-10 06-6420-7452 育成医療・更生医療 衣笠　ゆみ 令和2年8月1日

そうごう薬局園田店 ソウゴウヤッキョクソノダテン 661-0953 東園田町3-31-5 06-6495-4901 育成医療・更生医療 池岡　諒一 令和3年4月1日

園田カイセイ薬局 ソノダカイセイヤッキョク 661-0972 小中島3-13-23 06-6495-3500 育成医療・更生医療 逢坂　陽子 平成28年6月1日

ダイエー塚口店薬局 ダイエーツカグチテンヤッキョク 661-0012 南塚口町2-1-1 06-6427-4401 育成医療・更生医療 平田　昌子 平成29年12月1日

タイヨー薬局 タイヨーヤッキョク 660-0077 大庄西町1-24-1 06-6416-8515 育成医療・更生医療 笹内　礼子 令和3年2月1日

タイヨー薬局東店 タイヨーヤッキョクヒガシテン 660-0814 杭瀬本町1-27-22 06-6483-3415 育成医療・更生医療 土橋　藍 令和3年12月1日

タイヨー薬局南店 タイヨーヤッキョクミナミテン 660-0084 武庫川町2-10-2 06-6418-1410 育成医療・更生医療 平嶋　麻由子 令和3年2月1日

立花あやめ薬局 タチバナアヤメヤッキョク 661-0025 立花町1-9-19-102 06-6424-4624 育成医療・更生医療 浦野　眞次 令和4年2月1日

立花ＰＬＵＳ薬局 タチバナプラスヤッキョク 660-0052 七松町1-3-1　フェスタ立花南館213号 06-4869-8080 育成医療・更生医療 德田　聖士 令和3年10月1日

たんぽぽ薬局尼崎店 タンポポヤッキョクアマガサキテン 660-0807 長洲西通1-4-15　ﾃﾞｨｱｺｰﾄ尼崎ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ1階A 06-6488-2731 育成医療・更生医療 谷口　由美 令和2年2月1日

たんぽぽ薬局つかぐち病院前店 タンポポヤッキョクツカグチビョウインマエテン 661-0012 南塚口町6-8-2 06-6426-1311 育成医療・更生医療 小椋　麻紀子 平成31年4月1日

たんぽぽ薬局武庫之荘店 タンポポヤッキョクムコノソウテン 661-0033 南武庫之荘1-12-1　松弥サウスモール102 06-6439-3511 育成医療・更生医療 服部　孝弘 令和元年12月1日

近松薬局 チカマツヤッキョク 661-0977 久々知1-12-1 06-6415-6170 育成医療・更生医療 鵜飼　順司 令和3年12月1日

調剤薬局ツルハドラッグ尼崎富松店 チョウザイヤッキョクツルハドラッグアマガサキトマツテン 661-0003 富松町3-1-18 06-6427-8268 育成医療・更生医療 髙橋　純佳 平成29年6月1日

調剤薬局ツルハドラッグ尼崎武庫元町店 チョウザイヤッキョクツルハドラッグアマガサキムコモトマチテン 661-0043 武庫元町1-21-11 06-6438-3321 育成医療・更生医療 林　英二朗 令和2年2月1日

調剤薬局マツモトキヨシ園田店 チョウザイヤッキョクマツモトキヨシソノダテン 661-0953 東園田町9-48-1　園田阪急プラザ1階 06-6495-4300 育成医療・更生医療 福井　しおり 平成29年8月1日

調剤薬局マリーン園田店 チョウザイヤッキョクマリーンソノタテン 661-0953 東園田町4-95-14　共栄ビル1階　3号室 06-4960-8722 育成医療・更生医療 桝谷　博子 令和3年4月1日

調剤薬局マリーン武庫之荘店 チョウザイヤッキョクマリーンムコノソウテン 661-0035 武庫之荘2-31-8 06-4962-3455 育成医療・更生医療 髙野　仁美 令和3年4月1日

塚口グローバル薬局 ツカグチグローバルヤッキョク 661-0012 南塚口町7-5-4 06-6426-9700 育成医療・更生医療 林　美樹 令和3年4月1日

つくし薬局 ツクシヤッキョク 660-0077 大庄西町2-17-8 06-6416-5900 育成医療・更生医療 逢阪　勝寛 令和3年4月1日

つばめ調剤薬局 ツバメチョウザイヤッキョク 660-0883 神田北通6-183-2 06-6417-1009 育成医療・更生医療 小林　靖子 令和3年4月1日

ティエス調剤薬局潮江店 ティエスチョウザイヤッキョクシオエ 661-0976 潮江1-16-1 06-6491-9341 育成医療・更生医療 小笠　敬子 平成30年2月1日

とまと調剤薬局 トマトチョウザイヤッキョク 660-0881 昭和通7-242-2 06-6415-0538 育成医療・更生医療 末廣　澄子 令和3年4月1日

ドリーム調剤薬局（東難波店） ドリームチョウザイヤッキョク（ヒガシナニワテン） 660-0892 東難波町5-8-14 06-4868-3880 育成医療・更生医療 多田羅　守道 平成31年2月1日

ドリーム調剤薬局塚口店 ドリームチョウザイヤッキョクツカグチテン 661-0002 塚口町1-13-1-102 06-6423-4193 育成医療・更生医療 高田　多美江 令和3年4月1日

ドレミ薬局立花店 ドレミヤッキョクタチバナテン 661-0025 立花町1-6-5 06-4961-7103 育成医療・更生医療 松田　悠 平成29年8月1日

なの花薬局尼崎なにわ店 ナノハナヤッキョクアマガサキナニワテン 660-0892 東難波町3-2-34 06-4868-8115 育成医療・更生医療 梶山　成実 平成30年2月1日

なの花薬局開明町店 ナノハナヤッキョクカイメイチョウテン 660-0862 開明町2-24 06-6416-6747 育成医療・更生医療 増尾　昂哉 平成30年4月1日

なの花薬局立花駅前店 ナノハナヤッキョクタチバナエキマエテン 660-0052 七松町2-6-17 06-6413-5411 育成医療・更生医療 重留　有佳 平成30年4月1日

なの花薬局西難波店 ナノハナヤッキョクニシナニワテン 660-0893 西難波町5-2-15 06-6481-5062 育成医療・更生医療 村岡　玲子 平成30年4月1日

なの花薬局浜店 ナノハナヤッキョクハマテン 661-0967 浜3-21-1 06-4960-5701 育成医療・更生医療 泉　千晶 平成30年4月1日

にしいち調剤薬局JR尼崎駅北店 ニシイチチョウザイヤッキョクジェイアール 661-0976 潮江1-3-43 06-6499-2418 育成医療・更生医療 平本　雅之 平成30年2月1日

にしいち調剤薬局昭和通店 ニシイチチョウザイヤッキョクショウワドオリ 660-0881 昭和通5-164 06-6411-1911 育成医療・更生医療 立花　佐紀 平成30年2月1日

にしいち調剤薬局若王寺店 ニシイチチョウザイヤッキョクナコウジ 661-0974 若王寺1-2-2 06-6495-1171 育成医療・更生医療 岡山　久美子 平成30年2月1日

にしいち調剤薬局武庫之荘駅南口店 ニシイチチョウザイヤッキョクムコノソウエキミナミグチテン 661-0033 南武庫之荘1-19-1 有恒ビル1F 06-6434-1023 育成医療・更生医療 新居　伸吾 令和2年10月1日

ニシイチ薬局　 ニシイチヤッキョク　 661-0022 尾浜町2-21-40 06-6429-4745 育成医療・更生医療 原　昌司 平成30年2月1日

ニシイチ薬局アミング潮江店 ニシイチヤッキョクアミングシオエ 661-0976 潮江1-21-1 06-4960-4867 育成医療・更生医療 遠藤　幸子 平成30年2月1日

新田薬局 ニッタヤッキョク 660-0077 大庄西町4-18-15 06-6416-5615 育成医療・更生医療 新田　祐子 令和3年4月1日

日本調剤塚口駅前薬局 ニホンチョウザイツカグチエキマエヤッキョク 661-0002 塚口町1-18-20グランクラス塚口1階 06-6480-5168 育成医療・更生医療 大西　伸哉 平成30年6月1日
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日本調剤武庫之荘薬局 ニホンチョウザイムコノソウヤッキョク 661-0033 南武庫之荘1-20-8 06-6434-1811 育成医療・更生医療 梅本　幸弘 平成30年12月1日

ニューロン薬局尼崎店 ニューロンヤッキョクアマガサキテン 660-0884 神田中通5-195 06-4869-7721 育成医療・更生医療 狩野　貴紀 令和元年8月1日

のぞみ薬局医療センター前 ノゾミヤッキョクイリョウセンターマエテン 660-0892 東難波町3-23-22 06-6488-3133 育成医療・更生医療 橋本　雅子 令和3年12月1日

のぞみ薬局本店 ノゾミヤッキョクホンテン 660-0828 東大物町1-5-30 06-6487-3111 育成医療・更生医療 長船　桂子 令和3年12月1日

のぞみ薬局武庫之荘店 ノゾミヤッキョクムコノソウテン 661-0035 武庫之荘1-2-15 06-6433-0011 育成医療・更生医療 金杉　直子 令和3年12月1日

はるか薬局 ハルカヤッキョク 661-0023 大西町1-1-21 06-6420-7382 育成医療・更生医療 丸谷　雅美 平成28年8月1日

阪神調剤薬局尼崎店 ハンシンチョウザイヤッキョクアマガサキテン 660-0892 東難波町3-23-23 06-6401-5366 育成医療・更生医療 滝川　亜紀子 令和2年2月1日

阪神調剤薬局医療センター前店 ハンシンチョウザイヤッキョクイリョウセンターマエテン 660-0892 東難波町2-14-11 06-6401-3633 育成医療・更生医療 上松　瑞代 令和2年2月1日

阪神調剤薬局杭瀬店 ハンシンチョウザイヤッキョククイセテン 660-0822 杭瀬南新町4-1-24　ハイツユソーキ１階 06-6401-7773 育成医療・更生医療 渡部　芳郎 令和2年2月1日

ピース薬局　塚口店 ピースヤッキョクツカグチテン 661-0002 塚口町1-13-8-101 06-6428-8811 育成医療・更生医療 鷲見　穣 令和3年2月1日

ひかり調剤薬局武庫之荘店 ヒカリチョウザイヤッキョク 661-0033 南武庫之荘1-14-3 06-6437-1920 育成医療・更生医療 山口　美緒 令和3年4月1日

ヒノデ薬局 ヒノデヤッキョク 660-0822 杭瀬南新町1-1-23 06-6482-0458 育成医療・更生医療 青井　裕明 平成31年4月1日

ファイン薬局尼崎店 ファインヤッキョクアマガサキテン 660-0892 東難波町3-23-3尼崎医療ビル１階 06-6409-4480 育成医療・更生医療 鄭　綾子（頭山　綾子） 令和3年6月1日

ファルコ薬局塚口店 ファルコヤッキョクツカグチ 661-0002 塚口町1-18-19 06-6420-7060 育成医療・更生医療 髪口　弘祐 平成29年2月1日

フェスタ調剤薬局 フェスタチョウザイヤッキョク 660-0052 七松町1-2-1　フェスタ北館304号室 06-6414-1733 育成医療・更生医療 清水　裕之 令和3年9月1日

フォレスト薬局 フォレストヤッキョク 660-0885 神田南通4-103-2 06-6414-1788 育成医療・更生医療 足立　知菜 令和3年12月1日

フォレスト薬局昭和通店 フォレストヤッキョクショウワドオリテン 660-0883 神田北通1丁目7-1-4-A 06-6430-0127 育成医療・更生医療 岸根　麻衣 令和3年12月1日

プラス薬局 プラスヤッキョク 660-0823 大物町2-7-2 06-6439-7980 育成医療・更生医療 大升　利男 令和2年6月1日

プラス薬局 プラスヤッキョク 661-0043 武庫元町1-22-17 06-6480-5346 育成医療・更生医療 小田　紀久 令和3年4月1日

プラス薬局 プラスヤッキョク 661-0043 武庫元町1-24-12 06-6437-7803 育成医療・更生医療 藤本　貴世 令和3年4月1日

フルール薬局 フルールヤッキョク 661-0976 潮江4-2-52 06-6423-7731 育成医療・更生医療 村神　成美 平成29年6月1日

フルール薬局尼崎店 フルールヤッキョクアマガサキテン 660-0882 昭和南通5-98 06-6412-0525 育成医療・更生医療 平石　稜人 令和3年2月1日

フルール薬局明倫店 フルールヤッキョクメイリンテン 660-0081 蓬川町302-16　ｻﾞ･ｶﾞｰﾃﾞﾈｽｸｼﾃｨ　ｱｸｱ館105 06-4869-5862 育成医療・更生医療 田中　智之 令和元年9月1日

ふれあい薬局 フレアイヤッキョク 661-0974 若王寺2-3-18 06-6493-1655 育成医療・更生医療 大谷　清 平成28年12月1日

フロンティア薬局稲葉荘中央店 フロンティアヤッキョクイナバソウチュウオウテン 660-0064 稲葉荘2-6-20 06-6414-1212 育成医療・更生医療 加藤　美津恵 平成29年10月1日

フロンティア薬局稲葉荘店 フロンティアヤッキョクイナバソウテン 660-0064 稲葉荘2-6-19 06-6430-1470 育成医療・更生医療 桐村　拓也 令和3年12月1日

フロンティア薬局杭瀬店 フロンティアヤッキョククイセテン 660-0815 杭瀬北新町2-3-13 06-6483-3288 育成医療・更生医療 田中　里奈 令和元年8月1日

フロンティア薬局潮江中央店 フロンティアヤッキョクシオエチュウオウテン 661-0976 潮江1-13-5-103 06-6495-1199 育成医療・更生医療 植田　祥江 令和3年4月1日

フロンティア薬局阪神尼崎店 フロンティアヤッキョクハンシンアマガサキテン 660-0881 昭和通2-6-30-102 06-6483-3322 育成医療・更生医療 山口　勇 令和2年12月1日

フロンティア薬局武庫元町店 フロンティアヤッキョクムコモトマチテン 661-0043 武庫元町2-9-1 06-6436-3336 育成医療・更生医療 関口　遥 平成30年6月1日

平民堂薬局東大島本店 ヘイミンドウヤッキョクヒガシオオシマホンテン 660-0063 大庄北4-10-27 06-6416-0602 育成医療・更生医療 岡本　和宏 令和3年4月1日

ベール薬局 ベールヤッキョク 660-0892 東難波町1-3-1 06-6481-0866 育成医療・更生医療 芳田　恵子 令和3年4月1日

法円坂薬局尼崎店 ホウエンザカヤッキョクアマガサキテン 660-0892 東難波町2-14-21 06-6423-7225 育成医療・更生医療 大鹿　智子 平成29年11月1日

ホワイト薬局杭瀬店 ホワイトヤッキョククイセテン 660-0815 杭瀬北新町1-1-5 06-6488-0023 育成医療・更生医療 滝川　敬 令和3年4月1日

マキ薬局 マキヤッキョク 661-0001 塚口本町4丁目8－1　つかしん東町南館1F 06-6420-3654 育成医療・更生医療 牧　孝子 令和2年6月1日

丸善薬局 マルゼンヤッキョク 660-0885 神田南通2-45 06-6411-5831 育成医療・更生医療 鍵山　順一 令和3年4月1日

みずほ薬局尼崎本店 ミズホヤッキョクアマガサキホンテン 660-0892 東難波町3-23-22 06-6488-3081 育成医療・更生医療 原田　祥司 令和3年8月1日

未来厚生薬局 ミライコウセイヤッキョク 661-0976 潮江1-3-43ｰ2F 06-6415-6133 育成医療・更生医療 髙橋　理子 平成28年6月1日

むこ薬局 ムコヤッキョク 661-0035 武庫之荘2-3-3 06-6435-2340 育成医療・更生医療 中川　義之 令和3年8月1日

めばえ薬局南武庫之荘店 メバエヤッキョクミナミムコノソウテン 661-0033 南武庫之荘1-7-1 06-6438-8001 育成医療・更生医療 米田　三枝 平成31年4月1日

モンセ分店薬局 モンセブンテンヤッキョク 660-0882 昭和南通6-146 06-6411-0229 育成医療・更生医療 井澤　康夫 令和3年4月1日
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やすらぎ薬局武庫之荘店 ヤスラギヤッキョクムコノソウ 661-0033 南武庫之荘1-18-1-103 06-4962-5222 育成医療・更生医療 奥本　和明 令和3年4月1日

薬局ジャパンファーマシー尼崎北店 ヤッキョクジャパンファーマシーアマガサキキタテン 660-0064 稲葉荘4-1 06-6430-5077 育成医療・更生医療 杉原　有子 令和3年4月1日

薬局ジャパンファーマシー昭和通店 ヤッキョクジャパンファーマシーショウワドオリテン 660-0884 神田中通2-27-47　阪神ONOビル5F　502号室 06-6411-6331 育成医療・更生医療 前田　貴弘 令和2年3月4日

薬局ジャパンファーマシーセンタープール前店 ヤッキョクジャパンファーマシーセンタープールマエテン 660-0083 道意町4-39-1 06-6418-0690 育成医療・更生医療 杉原　泰子 令和3年4月1日

薬局魂 ヤッキョクタマシイ 660-0882 昭和南通3-26　第一松本ビル2F 06-6418-4111 育成医療・更生医療 曽我　啓介 令和2年2月1日

薬局マツモトキヨシ　matsukiyoLABつかしん店 ヤッキョクマツモトキヨシマツキヨエルエービーツカシンテン 661-0001 塚口本町4-8　つかしんひがしまち北館1階 06-6422-5585 育成医療・更生医療 辻井　由紀 令和元年6月1日

薬局リベルファーマシー ヤッキョクリベルファーマシー 660-0876 竹谷町2-183-122 06-6411-2664 育成医療・更生医療 滝本　桂子 平成29年10月1日

ゆかり薬局 ユカリヤッキョク 660-0815 杭瀬北新町1-2-10 06-6487-0870 育成医療・更生医療 木内　ゆかり 平成29年2月1日

ライフォート南塚口薬局 ライフォートミナミツカグチヤッキョク 661-0012 南塚口町8-57-13 06-6421-0980 育成医療・更生医療 鎌田　法恵 令和元年8月1日

ライフォート薬局食満店 ライフォートヤッキョクケマテン 661-0982 食満7-1-30 06-7711-7715 育成医療・更生医療 左藤　悠樹 令和元年8月1日

らいふ薬局西昆陽店 ライフヤッキョクニシコヤテン 661-0047 西昆陽1-1-29 06-6438-3700 育成医療・更生医療 木元　美英 令和4年2月1日

らいふ薬局武庫川店 ライフヤッキョクムコガワテン 660-0084 武庫川町2-42-1 06-6411-3900 育成医療・更生医療 金谷　一夫 令和元年8月1日

ルーツ薬局武庫川店 ルーツヤッキョクムコガワテン 660-0084 武庫川町4-18-7 06-6419-4078 育成医療・更生医療 田中　彩 令和3年12月1日

ロング薬局立花店 ロングヤッキョクタチバナテン 660-0051 東七松町1-10-18 06-6489-9090 育成医療・更生医療 西野　真司 平成29年6月1日


