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坂戸鶴ヶ島市薬剤師会

市民の皆様へ
坂戸鶴ヶ島市薬剤師会よりごあいさつ
坂戸鶴ヶ島市薬剤師会　会長　平塚大

坂戸鶴ヶ島市薬剤師会 身近な薬局・薬店

　坂戸鶴ヶ島市薬剤師会は鶴ヶ島市、坂戸市、毛呂山町、越生町、鳩山町で開業する薬

局・薬店・ドラッグストアによって構成されています。

　地域住民にとって身近で、かつ気軽にご相談いただける場所を目指して、会員一同

日々業務に取り組んでいます。

　今後さらに各行政と協力し地域住民の皆様に貢献できるようより一層努力する所存

ですのでよろしくお願いいたします。

坂戸鶴ヶ島市薬剤師会では以下の活動を行っています。

坂戸鶴ヶ島医師会立
休日急患診療所

在宅患者訪問薬剤指導

学校・地域活動 薬学生・薬剤師研修活動

● 上記診療所における服薬指導業務
● 在宅療養中の患者様を訪問し服薬指

導残薬対策を行っています。

● 保育園・幼稚園・小中学校における活動
(プール水、水道水その他検査、危険ド
ラッグ防止支援講演) 

● 介護認定審査会・地域ケア会議への参
加

● 防災訓練への参加

● 薬科大学５年次における研修受入
● 会員薬剤師に向けての定期講習会
● 地域基幹病院との合同研修会
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薬局・薬店名 電話番号 所在地
あおぞら薬局 藤金店 298-5111 鶴ヶ島市藤金 304-2
あおぞら薬局 鶴ヶ島店 227-3990 鶴ヶ島市富士見 2-28-6
ウエルシア薬局 
鶴ヶ島藤金店 272-3307 鶴ヶ島市藤金 878-5

ウエル薬局 藤金店 299-8939 鶴ヶ島市藤金 650-5
ケン調剤薬局 271-3071 鶴ヶ島市脚折 150-1
コスモ薬局 鶴ヶ丘店 287-4550 鶴ヶ島市鶴ヶ丘 110-5
さくら薬局 292-0117 鶴ヶ島市脚折 1864-8
しろくま薬局 藤金店 271-4193 鶴ヶ島市藤金 287-2
スギ薬局 
ワカバウォーク店 272-5060 鶴ヶ島市富士見 1-2-1 

ワカバウォーク
桐芳堂薬局 285-4859 鶴ヶ島市富士見 2-6-14
とまと薬局 一本松店 227-3551 鶴ヶ島市新町 2-23-20
とまと薬局 若葉店 298-6006 鶴ヶ島市上広谷 648-3
ひかりの薬局 286-8885 鶴ヶ島市新町 2-21-10
藤沢薬局 287-6867 鶴ヶ島市鶴ヶ丘 70-23
ミドリ薬局 若葉店 285-0002 鶴ヶ島市富士見 2-1-9

もしもし薬局 286-3954 鶴ヶ島市富士見 1-8-20 
サンハイツ若葉 102

薬局アポック 
鶴ヶ島池ノ台店 279-7033 鶴ヶ島市脚折 1440-35

薬局アポック 若葉店 272-5055 鶴ヶ島市富士見 1-2-1 
ワカバウォーク東棟 2F

横井薬局 286-6089 鶴ヶ島市五味ヶ谷1233-19
わかば薬局 286-6467 鶴ヶ島市藤金 879-3
アイン薬局 坂戸店 288-6630 坂戸市南町 31-8

あおぞら薬局 清水町店 277-5507 坂戸市清水町 46-40 
ライフルマンション 102

秋山薬局 八幡店 281-1592 坂戸市八幡 2-9-19

秋山薬局 駅前店 284-8788 坂戸市日の出町 14-8-A
号

秋山薬局 日の出町店 257-7565 坂戸市日の出町 15-1-1F
天草薬局 坂戸店 281-2878 坂戸市竹之内 199-3

イルカ薬局 花みず木店 299-7620 坂戸市にっさい花みず木
3-20-8

ウエルシア薬局 
浅羽野店 284-9996 坂戸市浅羽野 1-2-1
ウエルシア薬局 
北坂戸店 281-2025 坂戸市芦山町 13-4
ウエルシア薬局 
坂戸鶴舞厚川店 296-8505 坂戸市厚川 58-4
ウエルシア薬局 
坂戸にっさい
花みず木店

280-8012 坂戸市にっさい花みず木
4-18-1

ウエルシア薬局 
坂戸南町店 280-8510 坂戸市南町 5-12
ウエルシア薬局 
坂戸薬師町店 288-5122 坂戸市薬師町 2373-1
ウエルシア薬局 
坂戸若葉駅東口店 288-5133 坂戸市千代田 3-15-1

ウエルシア薬局 柳町店 280-3200 坂戸市柳町 152-2
ヴェルペン花みず木
薬局 280-3222 坂戸市にっさい花みず木

3-15-2
かえで薬局 282-3090 坂戸市塚越 1229-5
クスリのクボタ薬局 281-2828 坂戸市南町 5-3
クスリのクボタ薬局 
北坂戸店 283-5718 坂戸市末広町 3-10

クローバー薬局 浅羽店 288-6222 坂戸市浅羽 992-6
クローバー薬局 南町店 289-7818 坂戸市南町 13-15

薬局・薬店名 電話番号 所在地
薬の坂重薬局 284-9678 坂戸市日の出町 6-24
コウヤマ薬局 281-0156 坂戸市本町 3-26
コスモス調剤薬局 280-3310 坂戸市千代田 1-5-10
サンタの健康薬局 
坂戸店 280-4411 坂戸市南町 24-5-102

関間調剤薬局 284-3621 坂戸市関間 1-1-1
せんし堂薬局
 一本松店 298-7491 坂戸市厚川 14-23

そうごう薬局 坂戸店 280-8012 坂戸市中小坂 899-31
高橋薬局 281-1476 坂戸市千代田 1-18-11
はなまる薬局 坂戸店 280-9393 坂戸市小沼 844-3
ハロー薬局 288-7266 坂戸市南町 5-17
ひだまり薬局 289-3301 坂戸市薬師町 15-20
ひまわり薬局 坂戸店 299-8346 坂戸市南町 30-19
双葉薬局 281-1498 坂戸市薬師町 11-4
マリオン薬局 坂戸店 288-6531 坂戸市伊豆の山町 22-9
ミドリ薬局 溝端店 281-8707 坂戸市溝端町 7-6
ミドリ薬局 薬師町店 281-1051 坂戸市薬師町 12-8
明倫堂薬局 279-5211 坂戸市四日市場 477-1
メローライフ薬局 
若葉店 282-6460 坂戸市関間 4-12-12-B

薬師堂薬局 289-8366 坂戸市薬師町 1-1
ユニコ調剤薬局 本店 283-5194 坂戸市八幡 2-9-9
ユニコ調剤薬局 
ユニメック 284-8899 坂戸市関間 1-1-8

ユニコ調剤薬局 若葉店 282-5080 坂戸市関間 4-15-18
ユニコ薬局 東坂戸店 284-3646 坂戸市東坂戸 2-8-104

わかば薬局 西口駅前店 299-4095 坂戸市関間 4-12-24 
若葉西口ビル１F

ぺんぎん薬局緑町店 283-2029 坂戸市緑町 3-5-101
あおぞら薬局 長瀬店 295-5511 毛呂山町若山 1-8-7
アポック医大前薬局
1号店 295-6800 毛呂山町毛呂本郷 18-1

アポック毛呂岩井薬局 276-6600 毛呂山町岩井西 5-13-6
アポック日高セン
ター前薬局 1号店 276-7200 毛呂山町葛貫 906-5
薬局アポック 
毛呂山店 276-3535 毛呂山町毛呂本郷 992
ウエルシア薬局 
毛呂本郷店 276-6231 毛呂山町毛呂本郷 1458

かわかど薬局 276-6510 毛呂山町市場 982-1
ドラッグセイムス
毛呂山薬局 294-8155 毛呂山町毛呂本郷

1205-1
城西大学薬局 294-2296 毛呂山町下川原 909-4
城西大学薬局 
毛呂本郷店 236-4100 毛呂山町毛呂本郷 972

はなまる薬局 毛呂山店 294-4193 毛呂山町中央 2-3-1

ファミリー薬局 長瀬店 276-6639 毛呂山町前久保南
4-28-27

フィット薬局 毛呂山店 294-8230 毛呂山町長瀬
1887-2-103

もろやま薬局 294-5203 毛呂山町毛呂本郷 981
ゆずの木薬局 295-1711 毛呂山町中央 2-2-8
よこて薬局 294-5552 毛呂山町毛呂本郷 679-2
わかば薬局 川角店 276-7911 毛呂山町下川原 171-5
わかば薬局 長瀬店 295-4212 毛呂山町中央 4-17-29
おごせ薬局 238-4211 越生町越生東 2-7-25
平塚薬局  越生店 292-6411 越生町黒岩 210-1

（市外局番 049）
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