
薬局名 管理薬剤師 郵便番号 住所 連絡先

アート薬局 藤井　真弓 679-2151 兵庫県姫路市香寺町香呂84-4 079-232-1111

アイシン調剤薬局 橋本　祐樹 670-0831 兵庫県姫路市城見町75 079-226-9571

あおば薬局 白瀧　敦子 670-0094 兵庫県姫路市新在家中の町326-3 079-298-3111

あさか調剤薬局 大江　智美 670-6700 姫路市下手野１－２２０－１ 079-299-6250

いぶき薬局 岸　肖佳 670-0835 兵庫県姫路市幸町43-1 079-226-2121

かつはら薬局竹の門店 原　温美 670-0841 兵庫県姫路市城東町五反田79-50 079-224-2158

かもめ薬局下手野店 岩本　有貴 670-0063 兵庫県姫路市下手野４丁目6-35 079-295-4321

かもめ薬局日赤病院店 浅田　博美 670-0063 兵庫県姫路市下手野3丁目3-5 079-295-5780

かもめ薬局姫路中央店 上野　仁嗣 670-0944 兵庫県姫路市阿保甲641 079-287-6081

キクヤ調剤薬局 泉　憲政 679-2151 兵庫県姫路市香寺町香呂50-15 079-265-1831

きのみ薬局 中作　光 670-0804 兵庫県姫路市保城298-1 079-280-1531

きりん薬局　井ノ口店 豊国　理恵子 679-2204 兵庫県神崎郡福崎町西田原104-8 0790-24-2130

きりん薬局ミナミ店 中安　智子 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原2971-3 0790-22-5373

クオール薬局　下手野店 丹波　一生 670-0063 兵庫県姫路市下手野1-12-36 079-299-8080

クオール薬局飾磨店 彼杵　隆 672-8043 兵庫県姫路市飾磨区上野田1-16-1 079-233-2388

クオール薬局神崎店 桂　麻起 679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町字発田385-11 0790-31-3589

クオール薬局田寺店 爲則　利之 670-0086 兵庫県姫路市田寺2丁目2-8　田寺グランドヒルズ106 079-280-7710

クオール薬局南車崎店 山下　美香 670-0053 兵庫県姫路市南車崎1丁目6-23 079-294-6800

クオール薬局姫路店 中村　惇二 671-1227 兵庫県姫路市網干区和久36-15 079-271-3289

コスモス調剤薬局 浦上　文男 672-8013 兵庫県姫路市白浜町宇佐崎北3-222-1 079-240-1230

ゴダイ調剤薬局増位店 山本　貴久 670-0807 兵庫県姫路市増位本町1丁目7-16 079-287-2257

ゴダイ薬局　モルティひめじ店 大塚　陽子 670-0912 兵庫県姫路市南町　5番地 079-286-8605

ゴダイ薬局　広畑店 堀　絵美 671-1156 兵庫県姫路市広畑区小坂22-2 079-230-3005

ゴダイ薬局　飾磨構店 平松　大樹 672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構3丁目233番地-2 079-231-5325

ゴダイ薬局　田寺東店 笹倉　美雪 670-0086 兵庫県姫路市田寺7丁目　5ー63 079-299-4445

ゴダイ薬局　姫路駅前店 神崎　年木 670-0927 兵庫県姫路市駅前町242 IMAGE21ビル1F 079-287-3245

ゴダイ薬局みゆき通り店 山本　美由紀 670-0927 兵庫県姫路市駅前町271番地 079-282-1150

ゴダイ薬局御国野店 豊福　祐子 671-0234 兵庫県姫路市御国野町国分寺153-5 079-253-5730

ゴダイ薬局小坂店 勝浦　信之 671-1156 兵庫県姫路市広畑区小坂95番の1 079-230-6310

シオン薬局 住谷　庸子 679-2101 兵庫県姫路市船津町2039-8 079-232-4089

シスター薬局 杉本　香織 672-8030 兵庫県姫路市飾磨区阿成植木８２５－２ 079-233-8005

しろきた調剤薬局 宮﨑　和代 670-0883 兵庫県姫路市城北新町1-6-12 079-282-1125

タナカ薬局 田中　定幸 670-0851 兵庫県姫路市京口町18 079-282-3621

たんぽぽ調剤薬局　粟賀店 高橋　侑也 679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町378-3 0790-32-3001

たんぽぽ調剤薬局寺前店 岸　由加里 679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前35-1 0790-31-7130

たんぽぽ調剤薬局別所店 椋野　靖規 671-0224 兵庫県姫路市別所町佐土2丁目61番地 079-251-7160

つぼみ薬局 長田　茂久 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲2140-6 079-247-3633

災害や新興感染症の発生時等において対応可能な薬局



ツリーズ薬局 山本　文貴 670-0913 兵庫県姫路市西駅前町88キャスパビル1階137 079-287-6184

てんま調剤薬局 沼田　剛 671-1131 兵庫県姫路市大津区天神町1-48-8 079-230-4343

とほり薬局 八藤　賢市 670-0802 兵庫県姫路市砥堀47-1 079-289-5730

ナカガワ調剤薬局 花木　由香 670-0974 姫路市飯田3丁目242-9 079-233-2488

なの花薬局　広畑店 横井　由紀 671-1122 兵庫県姫路市広畑区夢前町1-2 079-230-3189

にぶの薬局 高木　悟司 670-0801 兵庫県姫路市仁豊野613-4 079-264-7450

のぞみ薬局 宮田　博史 671-1141 兵庫県姫路市大津区西土井２７－６ 079-287-8289

はーと薬局 中島　春実 670-0961 兵庫県姫路市南畝町2丁目31番地浜屋ハートビル3階 079-225-8102

はなきた薬局 堀内　敬文 670-0805 兵庫県姫路市西中島236-1 079-288-2848

はなきた薬局 堀内　敬文 670-0081 兵庫県  姫路市田寺東４丁目7番21号 079-288-2848

ハリマ調剤薬局 苦瓜　将秀 670-0917 兵庫県姫路市忍町85 079-288-7796

ヒカリ調剤薬局広峰店 中井　信江 670-0882 兵庫県姫路市広峰1-2-16 079-224-1211

ひだまり薬局 池口　由美 670-0948 兵庫県姫路市北条宮の町221　ジョイタウン北条1階 079－282-2031

ぼうしや調剤薬局　花北店 ヤマモト　ナホ 670-0806 姫路市増位新町1-8-1-101 079-223-1033

ぼうしや調剤薬局　御着店 小西　雅之 671-0234 兵庫県姫路市御国野町国分寺650 079-253-1141

ぼうしや調剤薬局　勝原店 松本　直子 671-1203 兵庫県姫路市勝原区丁87-3 079-272-7233

ぼうしや調剤薬局　田寺東店 大音　文子 670-0081 兵庫県姫路市田寺東2-23-16 079-295-2133

ぼうしや調剤薬局　東駅前店 大川　倫子 670-0926 姫路市東駅前町74-3 079-223-8833

ぼうしや調剤薬局　南今宿店 里　尚也 670-0054 兵庫県姫路市南今宿2-41 079-294-6433

ぼうしや調剤薬局しらさぎ店 前田　晃裕 670-0927 兵庫県姫路市駅前町232 079-284-5133

ぼうしや調剤薬局ピオレ店 三上　時子 670-0927 兵庫県姫路市駅前町188-1 ピオレ姫路6F 079-224-4033

ぼうしや調剤薬局香呂店 尾﨑　真裕子 679-2142 兵庫県姫路市香寺町広瀬34-1 079-232-6977

ぼうしや調剤薬局城西店 笹倉　千裕 670-0024 兵庫県姫路市鷹匠町乙25-2 079-299-4133

ぼうしや調剤薬局城南店 北条　晃 670-0902 兵庫県姫路市白銀町98 079-286-8333

ぼうしや調剤薬局船場店 竹中　大地 670-0906 兵庫県姫路市博労町65 079-295-0650

ぼうしや調剤薬局大津店 山内　瑞穂 671-1143 兵庫県姫路市大津区天満280-2 079-230-2833

ぼうしや調剤薬局中島店 中納　知恵子 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島8-3 079-235-2133

ぼうしや調剤薬局南店 森本　満弓 672-8043 姫路市飾磨区上野田１丁目15 079-233-8233

ぼうしや調剤薬局八代店 藤本　久美子 670-0876 兵庫県姫路市西八代町9-22 079-294-0633

ぼうしや薬局 碁盤　理絵 670-0927 兵庫県姫路市駅前町259 079-287-2433

ぼうしや薬局　飾東店 津田　賢蔵 671-0218 姫路市飾東町庄84-14 079-289-5133

ぼうしや薬局英賀保店 小松原　友愛 672-8091 兵庫県姫路市飾磨区英賀保駅前町18 079-237-8233

ぼうしや薬局宮西店 大西　和也 670-0837 兵庫県姫路市宮西町4-7-1 079-287-2633

ぼうしや薬局今宿店 竹田　恭子 670-0054 姫路市南今宿2-29 079-292-5833

ぼうしや薬局城東店 森本　徳成 670-0849 兵庫県姫路市城東町五軒屋4-26 079-226-0133

ぼうしや薬局坊主町店 安福　良太 670-0011 兵庫県姫路市坊主町64-1 079-226-6933

ぼうしや薬局夢前店 福永　雅文 671-2121 姫路市夢前町宮置字田中232-3 079-337-2533

みうら薬局 山本　佳佑 679-2115 兵庫県姫路市山田町西山田47-1 079-263-3135

みなみ調剤薬局 船江　礼子 672-8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅１丁目１９４ー２ 079-226-2715



ヤギ調剤薬局　JRあぼし店 岸川　由起子 671-1227 兵庫県姫路市網干区和久601 079-272-8139

ヤギ調剤薬局　広畑店 長野　寿子 671-1153 兵庫県姫路市広畑区高浜町１丁目99-1 079-237-5859

ヤギ調剤薬局かいち店 春木　美鈴 671-6711 兵庫県姫路市網干区垣内東町137  079-273-1899

ヤギ調剤薬局山電あぼし店 池田　佳子 671-1252 兵庫県姫路市網干区垣内東町40 079-274-2939

やくし薬局 関　悠吾 671-1255 兵庫県姫路市網干区垣内南町256-7 079-274-5894

ライフ調剤薬局飾磨店 齋藤　菜子 672-8072 兵庫県姫路市飾磨区蓼野町116ー3 079-240-6531

ラピス薬局 船田　浩子 671-0252 兵庫県姫路市花田町加納原田948-23 079-251-3250

らら薬局　大塩店 入江　俊一 671-0103 兵庫県姫路市大塩町宮前34-12 079-254-5353

ルーツ薬局 中塚　健司 670-0811 兵庫県姫路市野里176-1 079-262-6621

わかば薬局 柴田　竜平 670-0981 兵庫県姫路市西庄甲１４４ 079-292-5504

わたまち調剤薬局 北浦　聖子 670-0921 兵庫県姫路市綿町113番地  レジデンス御幸アベニュー１F 079-222-1880

家島ささゆり薬局 桝谷　大 672-0102 兵庫県姫路市家島町宮1663 097-284-6145

花北ゆーあい薬局 北野　皓大 670-0806 兵庫県姫路市増位新町1－24  ミラキタシティ花北101 079-289-5515

五大薬局青山店 尹　享月 671-2222 兵庫県姫路市青山4-22-7 079-268-3132

香寺調剤薬局 中島　由子 679-2131 兵庫県姫路市香寺町犬飼５０２－５ 079-265-0615

高橋薬局 仲谷　博美 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲840-11 079-245-9195

今宿みうら薬局 勝間　由美子 670-0056 兵庫県姫路市東今宿6-14-45 079-293-1554

妻鹿薬局 安川　弥生 672-8031 兵庫県姫路市飾磨区妻鹿859ー1 079-245-8008

十字堂薬局　かも店 高馬　里奈 672-8074 兵庫県姫路市飾磨区加茂309-1 079-280-7111

十字堂薬局しみず店 岸上　加奈 672-8051 兵庫県姫路市飾磨区清水188 079-234-7263

書写薬局 塩飽　恵梨 671-2201 兵庫県姫路市書写717番地 079-267-6100

太陽調剤薬局網干店 丸山　太輔 671-1254 兵庫県姫路市網干区余子浜217-5 079-273-2488

中尾調剤薬局 西本　典子 671-1141 兵庫県姫路市大津区西土井174-4 079-236-7733

中尾調剤薬局 熊見店 柴田　美智子 671-1211 兵庫県姫路市勝原区熊見71-1 079-238-0766

中尾調剤薬局 小坂店 藤井　敏子 671-1156 兵庫県姫路市広畑区小坂115-6 079-237-1310

中尾調剤薬局 正門通店 中尾　実幸代 671-1116 兵庫県姫路市広畑区正門通２丁目8-11 079-238-5432

中尾調剤薬局　大津店 伊藤　理恵子 671-1143 兵庫県姫路市大津区天満１８６－２ 079-236-1875

調剤薬局城陽 山本　隆広 670-0947 兵庫県姫路市北条1丁目386-1 079-288-5020

辻井ゆーあい薬局 横谷　拓哉 670-0084 兵庫県姫路市東辻井4丁目10-15 079-260-6070

藤原薬局花北店 藤原　昭 670-0806 兵庫県姫路市増位新町1-8-2-15 079-224-1586

北八代調剤薬局 寺澤　さやか 670-0877 兵庫県姫路市北八代一丁目4-27 079-260-8780

薬局コットンファーマシー 松本　貴司 670-0965 兵庫県姫路市東延末4丁目55 079-288-6502

有限会社さくら調剤薬局今宿店 脇村　正和 671-1116 姫路市東今宿4-2-28 079-299-2266


