
名称 住所

1 サン薬局　高田店 大和高田市礒野北町6-6

2 すずらん薬局　高田店 大和高田市礒野北町６－５

3 ダイヨシ薬局　駅前店 大和高田市礒野東町３－３

4 なの花薬局　高田駅前店 大和高田市本郷町２－２

5 アカイ薬局 大和高田市片塩町５－７

6 ダイヨシ薬局　片塩店 大和高田市片塩町１４－３

7 スマイル薬局　片塩店 大和高田市片塩町１１番１８号

8 あおば薬局 大和高田市日之出町１１－１０

9 クオール薬局　大和高田店 大和高田市東三倉堂町８－１３

10 アカイ薬局　土庫店 大和高田市土庫１丁目１３－８

11 高田よつば薬局 大和高田市土庫１－３－２０

12 アカイ薬局　大中店 大和高田市大中南町３－７０

13 ウエルシア薬局　大和高田大中東店 大和高田市大中東町1番33号

14 高田さくら薬局 大和高田市大中６４－３

15 メイプル薬局　築山なんごう店 大和高田市大谷758-80

16 パール薬局　大谷店 大和高田市大谷５９８－１　塚本ローズシャトー１Ｆ

17 ハロー高田南薬局 大和高田市曽大根１－１９９－１

18 フロンティア薬局　大和高田神楽店 大和高田市神楽２丁目１－２３－１

19 バンビーノ薬局 大和高田市春日町2丁目1番60号

20 なごみ薬局 大和高田市根成柿１７４－４

21 サン薬局　高田南店 大和高田市根成柿１７４－２

22 ファミリー調剤薬局　今里店 大和高田市今里町５－２８

23 アイセイ薬局　大和高田店 大和高田市幸町3-18トナリエ大和高田３F

24 サン薬局　高田東店 大和高田市永和町９－４５

25 さくら薬局　大和郡山店 大和郡山市柳町１２８－９　カイチビル１階

26 薬局メールボックス柳町店 大和郡山市柳５丁目３０－３

27 三の丸薬局 大和郡山市柳３丁目３７番

28 森薬局 大和郡山市柳２－３０

29 ファーマシー木のうた薬局　郡山泉原店 大和郡山市矢田町字庄司谷６３７９－３

30 Ｊｉｂｕｎ薬局　矢田山 大和郡山市矢田山町５９－２

31 ひだまり薬局　本庄店 大和郡山市本庄町２９７－６

32 日本調剤　キヨスミ薬局 大和郡山市本庄町２－１

33 ヘルシーストック薬局 大和郡山市南郡山町５２０－１　マインドビル１F

34 薬局メールボックス 大和郡山市南郡山町２２６－２

35 スマイル薬局　藤原店 大和郡山市藤原町２－１８

36 かるがも薬局　筒井店 大和郡山市筒井町２６５－２

37 オレンジ薬局　筒井町店 大和郡山市筒井町１６０２

38 サン薬局　郡山南店 大和郡山市天井町２２３－５

39 エムハート薬局　郡山店 大和郡山市朝日町１番５号

40 ハル薬局 大和郡山市朝日町１番１３号

41 サン薬局　郡山店 大和郡山市朝日町１－１６

42 オレンジ薬局 大和郡山市杉町４８

43 しあわせ薬局　片桐店 大和郡山市新町３０５－８６

44 Jibun薬局　郡山 大和郡山市城南町356-3カーサ・ウェルネス郡山101号

45 Ｊｉｂｕｎ薬局　小泉 大和郡山市小泉町東一丁目７番地の４グランドゥール郷１Ｆ

46 いかるが中央薬局 大和郡山市小泉町東3-6-22

47 まどか薬局 大和郡山市小泉町９１８

48 しあわせ薬局　小泉店 大和郡山市小泉町８０８

49 ウエルシア薬局　大和郡山小泉店 大和郡山市小泉町2849

50 さなえ薬局 大和郡山市小泉町2356-5

51 キタムラ薬局 大和郡山市堺町９番地

52 ヒロ薬局　堺町 大和郡山市堺町６

53 ジップドラッグ　今国府薬局 大和郡山市今国府町３９０－１

54 中川薬局 大和郡山市高田町９番地２２

55 サン薬局　郡山東店 大和郡山市高田町９２－１４
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56 サン薬局　ＪＲ郡山店 大和郡山市高田町９－１２

57 いろは薬局 大和郡山市九条平野町3-25-1

58 ナニワ薬局 大和郡山市九条町２９７－１

59 アール薬局　郡山店 大和郡山市九条町１８８－２－３

60 えふ薬局 大和郡山市九条町１３０９

61 ハートフル薬局 大和郡山市外川町75-1

62 イオン薬局　大和郡山店 大和郡山市下三橋町７４１－１F

63 福井薬局 大和郡山市下三橋町４４６－３９

64 かなで薬局　横田店 大和郡山市横田町７０８－５

65 木のうた薬局　櫟本店 天理市櫟本町743番2

66 きむら薬局 天理市柳本町１９６－１

67 サン薬局　憩北店 天理市別所町９－１

68 カイセイ薬局（天理市） 天理市別所町１１－１

69 サン薬局　天理西店 天理市富堂町３２０－５

70 たんぽぽ薬局　富堂店 天理市富堂町３２０－１１

71 ふじ薬局　天理店 天理市富堂町１４７－２５

72 サン薬局　丹波市店 天理市丹波市町３０３－９

73 天理さなえ薬局 天理市丹波市町３０２－４　森田ビル１階

74 かなめ薬局 天理市丹波市町274-3

75 サン薬局　天理東店 天理市蔵之庄町４７０－６

76 ひまわり薬局 天理市蔵之庄町４６９－５

77 ニシダ薬局 天理市川原城町７８９－２

78 サン薬局　天理中央店 天理市川原城町７５９－１０４

79 サン薬局　天理本通店 天理市川原城町６９８

80 オカダ薬局 天理市川原城町３７７番地

81 プラス薬局 天理市川原城町２７５－１　松尾ビル１Ａ

82 浦西薬局 天理市川原城町２４６

83 えふ東薬局 天理市西長柄町１７８

84 サン薬局　天理南店 天理市西井戸堂町４５５－２

85 サン薬局　天理東2号店 天理市森本町10-5

86 ココカラファイン薬局　天理店 天理市守目堂町１０５－１

87 エース薬局 天理市指柳町311-2

88 スギ薬局　天理店 天理市指柳町303番地1

89 みずの薬局 天理市指柳町２５２－２

90 株式会社中川天理薬局 天理市三島町５８４

91 サン薬局　憩南店 天理市三島町１００－１

92 コトブキ薬局　八木店 橿原市木原町31-35

93 きりん薬局 橿原市木原町２５－３

94 ひかり薬局 橿原市木原町２０４－１

95 スマイル薬局　真菅店 橿原市北妙法寺町５６３－２

96 スギ薬局　橿原真菅店 橿原市北妙法寺町５５５番地の１

97 くるみ薬局 橿原市北八木町３－１－６

98 エコ薬局　橿原店 橿原市豊田町２６９－１

99 きらら薬局医大前店 橿原市兵部町７番２号

100 日本調剤　橿原薬局 橿原市兵部町７－１５

101 杉本薬局 橿原市兵部町７－１４

102 サン薬局　医大前店 橿原市兵部町６－１８

103 沢井薬局 橿原市八木町２－３－３１

104 ドクトル薬局 橿原市八木町１丁目７－５

105 橿原調剤薬局　市役所前店 橿原市八木町１丁目７－３６

106 アオイ薬局 橿原市白橿町２－２９－８

107 このは薬局　白橿店 橿原市白橿町２－２２１１－１－１０２

108 堀本薬局 橿原市内膳町５丁目１－１６

109 すみれ薬局 橿原市内膳町５－３－５　コスモ大和八木１－Ａ

110 サン薬局　八木駅前店 橿原市内膳町５－２－３０　ＯＪビル



名称 住所

111 サン薬局　八木店 橿原市内膳町４－４３－６

112 ココカラファイン薬局　八木駅前店 橿原市内膳町１－１－５

113 八木ほうもん薬局 橿原市内膳町1-1-44　エムアイビル3階

114 サン薬局　坊城店 橿原市東坊城町８４８－７

115 ウエルシア薬局　橿原中曽司店 橿原市中曽司町76番地の4

116 ますが薬局 橿原市中曽司町１７８－３

117 きらら薬局　橿原南店 橿原市大軽町１２３－１

118 キャロット薬局　明日香店 橿原市大軽町１１８－１８

119 クスリのアオキ曽我薬局 橿原市曽我町２６番地１

120 サン薬局　真菅店 橿原市曽我町１０６３－６　ラカーサ慈光１F

121 はる薬局 橿原市膳夫町４７７－１８

122 コトブキ薬局　橿原店 橿原市石川町82

123 明日香薬局 橿原市石川町８０

124 幸生堂薬局 橿原市石川町４２２－１

125 ココカラファイン薬局　八木店 橿原市新賀町４６８

126 ヨシダ薬局 橿原市新賀町224－2

127 エコ薬局　常盤店 橿原市常盤町540-1

128 ときわ薬局 橿原市常盤町344-2

129 サン薬局　新ノ口店 橿原市上品寺町３８０－２３

130 サン薬局　八木北店 橿原市上品寺町２０４－１

131 クスリのアオキ八木薬局 橿原市小綱町12番6号

132 すぎもと薬局 橿原市小綱町１２－９

133 クスリのアオキ藤原京薬局 橿原市四分町２５１番地１

134 オレンジ薬局　橿原うねび店 橿原市四分町２３番地

135 そうごう薬局　かしはら店 橿原市四分町２－１

136 ぷれも薬局 橿原市四条町６２７番地の５

137 町のそうだん薬局 橿原市山之坊町85-38

138 ウエルシア薬局　橿原今井店 橿原市今井町３丁目１０番２１号

139 このは薬局　五井店 橿原市五井町２５５－１

140 スギ薬局　橿原東店 橿原市五井町212番地の1

141 オリオンドラッグ薬局 橿原市見瀬町2358-4

142 オリーブ薬局 橿原市見瀬町11-7

143 イオン薬局　イオンスタイル橿原 橿原市曲川町７丁目２０番１

144 神宮かがやき薬局 橿原市久米町６６０－１

145 サン薬局　神宮東店 橿原市久米町６５０－１

146 さかえ薬局 橿原市久米町６１５番地　赤心ビル１Ｆ

147 橿神ウエストゲート薬局 橿原市久米町５６９　ヒロタウエストゲート神宮前１０２号

148 エムハート薬局　くずもと店 橿原市葛本町７０７－９

149 ベリー薬局 橿原市葛本町365-21

150 エコ薬局　うなて店 橿原市雲梯町140-1

151 わかば薬局 桜井市忍阪５１－１１

152 オクノ薬局 桜井市忍阪１５５８

153 まほろば薬局　桜井谷店 桜井市谷９２－２

154 つくし薬局 桜井市谷２４２－１

155 あおば薬局　大福店 桜井市大福２３８－１１

156 ゆう薬局 桜井市大字三輪46-1

157 幸生堂薬局 桜井市川合２５６－３

158 ココカラファイン薬局　香久山店 桜井市西之宮２１９－１

159 さかえ薬局　桜井店 桜井市上之庄７１１－１

160 初瀬薬局 桜井市初瀬２１２９－１

161 幸生堂薬局 桜井市芝３４９

162 木下薬局 桜井市芝１３６０

163 朝倉薬局 桜井市慈恩寺４１

164 イノウエ薬局 桜井市三輪４９３

165 ノチオカ薬局 桜井市桜井８７３
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166 なでしこ薬局 桜井市桜井５５－４

167 まほろば薬局　本店 桜井市桜井２０３－６

168 サン薬局　桜井店 桜井市桜井２０３－５

169 いずみ薬局　さくらい店 桜井市戒重315-1

170 ハートプラス薬局 桜井市戒重２０６－６

171 ウエムラ薬局 桜井市粟殿７３３－１

172 粟殿薬局 桜井市粟殿１０５の５

173 ニコニコ薬局 桜井市粟殿１０１９番地の５

174 ナカオ薬局 桜井市粟殿１００６－１

175 サン薬局　桜井西店 桜井市阿部３５３

176 安倍さくら薬局 桜井市阿部３２７

177 桜井さくら薬局 桜井市阿部３１１－２

178 すずらん薬局　五條店 五條市野原西５－１－１７

179 南都薬局 五條市野原西２－９－３３

180 ほけん堂薬局　今井店 五條市今井４－３－３

181 キリン堂薬局　五條店 五條市今井１丁目１０－３８

182 うちの薬局 五條市五條２丁目３７１－１　旭創工ビル１階

183 回生堂薬局 御所市東松本１２６－４

184 サン薬局　御所南店 御所市西寺田１４５－２

185 さくら薬局　御所 御所市４７７－３

186 フロンティア薬局　御所店 御所市４７３－４

187 たんぽぽ薬局　御所店 御所市３９８－４、５

188 サン薬局　御所店 御所市３９５－１

189 髙橋貫盛堂薬局 御所市１２１３

190 ひかり薬局　壱分店 生駒市有里町１０７－１

191 あしび薬局　生駒店 生駒市本町７－１１

192 サエラ薬局（生駒店） 生駒市本町５－９

193 幸生堂薬局 生駒市北大和１－３－３

194 サン薬局　北大和店 生駒市北大和1-23-1

195 こころ薬局 生駒市北新町１－１８　森ビル１Ｆ

196 薬師堂生駒薬局 生駒市北新町１０－４０－１０１号

197 アール薬局　生駒駅本店 生駒市北新町１０－３６－４０６

198 メイプルリーフ薬局　生駒店 生駒市俵口町１０８５－１

199 白庭台薬局 生駒市白庭台６－７－３５

200 ヤスイ薬局　白庭台 生駒市白庭台６－２１９２－２

201 アイビー薬局 生駒市白庭台３－１５－４

202 萩の台薬局 生駒市萩の台１丁目２－２　ライフコート萩の台１階

203 さかもと薬局　南田原店 生駒市南田原町８２２－１

204 こじか薬局　生駒南田原店 生駒市南田原町１９７７

205 かるがも薬局　東生駒店 生駒市東生駒２－２０７－１２０

206 アリス薬局 生駒市東生駒１丁目７０番１号　近鉄東生駒ビル１階

207 若葉薬局 生駒市東菜畑１丁目２９８番地１メゾン東生駒ＹＤ３番館１０２

208 スギ薬局　東生駒店 生駒市東菜畑1丁目256番地

209 ヤスイ薬局　辻 生駒市辻町３９７－８　東生駒８番館１階

210 コスモス薬局 生駒市中菜畑２－１１０９－３

211 サン薬局　生駒店 生駒市谷田町８７３－１

212 ヤスイ薬局　生駒 生駒市谷田町８７０－２　中谷ビル１Ｆ－１０２

213 サン薬局　谷田店 生駒市谷田町８５０－４

214 スギ薬局　生駒店 生駒市谷田町１３２８－１

215 えふ西薬局 生駒市西旭ケ丘１３－１４

216 スギ薬局　真弓店 生駒市真弓４－４－７

217 クスリのアオキ真弓薬局 生駒市真弓2丁目14番9号

218 北大和調剤薬局 生駒市真弓２－１－６

219 メルズ薬局 生駒市真弓1-2-8

220 たんぽぽ薬局　小明店 生駒市小明町５６０－４



名称 住所

221 スギ薬局　南生駒店 生駒市小平尾町９３番地

222 ドレミ薬局 生駒市小平尾町４－６

223 イオン薬局　登美ヶ丘店 生駒市鹿畑町３０２７　１F

224 鹿ノ台調剤薬局 生駒市鹿ノ台南２－３－２

225 おひさま薬局 生駒市山崎町４－５　ＮＤＡビル１Ｆ

226 スマイル薬局　菜畑店 生駒市山崎町２１－２６

227 アール薬局　生駒駅前南店 生駒市元町１－５－５　オベラス生駒１Ｆ

228 アイン薬局　生駒店 生駒市元町１－５－３

229 サン薬局　生駒駅前店 生駒市元町１－１３－１ー４０５

230 モリタ薬局　生駒店 生駒市壱分町８３－４８

231 サン薬局　一分店 生駒市壱分町８３－４８

232 笑夢薬局 生駒市ひかりが丘１－１－１３

233 ヤスイ薬局　あすか野 生駒市あすか野北１丁目１－１６

234 たんぽぽ薬局　あすか野店 生駒市あすか野南２－１－７

235 スギ薬局　香芝別所店 香芝市別所１２３番地１

236 はる薬局　はた店 香芝市畑3丁目926-4

237 サン薬局　真美ヶ丘店 香芝市西真美１－５－１

238 クスリのアオキ真美ケ丘薬局 香芝市真美ケ丘二丁目１３番１７号

239 トモエ薬局　真美ケ丘店 香芝市真美ケ丘6丁目1番19号

240 調剤薬局マツモトキヨシ　真美ケ丘店 香芝市真美ケ丘６－１０エコール・マミ南館２階

241 ファーマシィ薬局真美ケ丘 香芝市真美ケ丘1-14-5

242 かしの木薬局 香芝市真美ケ丘１－１３－１２

243 サン薬局　香芝南店 香芝市上中841番地3の2

244 志都美薬局 香芝市上中2006番地

245 隅田薬局　白鳳台店 香芝市今泉７－１

246 かなで薬局　五位堂店 香芝市五位堂３丁目４３６－１２

247 アイ薬局　香芝店 香芝市五位堂1-298-1

248 アイ薬局　五位堂店 香芝市五位堂1007

249 六花薬局 香芝市穴虫72番1

250 有限会社二上薬局 香芝市穴虫１０７－７

251 有限会社吉谷メディカル　めぐみ薬局 香芝市穴虫１０４４－１１

252 うさぎ薬局 香芝市瓦口３３－１

253 ここみ薬局 香芝市瓦口２３４１

254 サン薬局　五位堂店 香芝市瓦口２３０９－１　ＩＢグランド１０１

255 ナズミ薬局　五位堂駅前店 香芝市瓦口2282番地

256 オレンジ薬局　五位堂店 香芝市鎌田４３８番８２　１階

257 隅田薬局 香芝市下田東１丁目１２６－２

258 ハート薬局 香芝市下田西１－１０－１９　メディカルプラザ香芝１階

259 薬局マツモトキヨシ　じゃんぼスクエア香芝店 香芝市磯壁３丁目４０－１

260 ひだまり薬局　香芝店 香芝市磯壁３－９２－１０

261 ウエルシア薬局　香芝磯壁店 香芝市磯壁３－６１

262 中垣薬局 香芝市磯壁２－１０９０－１５

263 アール薬局　香芝店 香芝市旭ケ丘５ー３６－１　ワイズメディカルビル１階

264 のぞみ薬局　香芝店 香芝市旭ケ丘４－２－１

265 アスカ薬局 香芝市旭ケ丘３－２－１

266 サン薬局　旭ヶ丘店 香芝市旭ケ丘２－３０－１２　リ・フィデルⅠ１０２

267 村井薬局 葛城市當麻５２－４

268 スマイル薬局　当麻寺店 葛城市當麻131

269 セイムス葛城北花内薬局 葛城市北花内７１７－１

270 はなうち薬局 葛城市北花内６９１－３

271 このは薬局 葛城市北花内６１６－９

272 みふく健康薬局 葛城市北花内５５７－２

273 ハート薬局　葛城店 葛城市疋田684-2

274 かるがも薬局　尺土店 葛城市八川１３３

275 スマイル薬局　尺土店 葛城市八川１１４番３



名称 住所

276 おしみ薬局 葛城市忍海３１５－２

277 スマイル薬局　長尾店 葛城市長尾９３

278 いかるが薬局　新庄店 葛城市新庄122-2

279 とろり薬局 葛城市尺土9-17

280 いずみ薬局 宇陀市菟田野松井１６－１

281 平五薬局 宇陀市大宇陀上中２０３６

282 ひだまり薬局　大宇陀店 宇陀市大宇陀拾生１８５７番地１

283 くすのき薬局 宇陀市榛原萩原元萩原７５８－２

284 にった薬局 宇陀市榛原萩原８３０－３

285 サン薬局　宇陀店 宇陀市榛原萩原７６０－４

286 たんぽぽ薬局　宇陀市立病院前店 宇陀市榛原萩原７５８－４

287 やまぐち薬局 宇陀市榛原萩原２８４３－２８

288 はいばら薬局 宇陀市榛原長峯２００－５

289 いずみ薬局　はいばら店 宇陀市榛原下井足１４－１

290 ひだまり薬局　榛原店 宇陀市榛原あかね台２－２２－５

291 モリタ薬局 生駒郡平群町椿井７３４－１

292 サン薬局　平群店 生駒郡平群町上庄１丁目１４－１２

293 メイプル薬局　平群店 生駒郡平群町三里３８４－１

294 サン薬局　東山店 生駒郡平群町菊美台１－７－５

295 スマイル薬局　菊美台店 生駒郡平群町菊美台1-10-13

296 サン薬局　三里店 生駒郡平群町下垣内７０－１

297 さかもと薬局　平群店 生駒郡平群町下垣内１３１－１

298 オレンジ薬局　三郷店 生駒郡三郷町立野南２丁目８番１２号　和栄ビル１階

299 サン薬局　三郷店 生駒郡三郷町立野南２－９－１２

300 さんごう薬局 生駒郡三郷町立野南１－２４－１６　メゾン前田１０５号

301 エミ薬局 生駒郡三郷町美松ケ丘東１－２－１

302 サン薬局　三室店 生駒郡三郷町勢野東６－１５－２１

303 かおり薬局 生駒郡三郷町勢野東４－１４－２

304 オレンジ薬局　信貴山店 生駒郡三郷町勢野4丁目3-5

305 たんぽぽ薬局　三室店 生駒郡三郷町三室１－５２９

306 薬局シギ 生駒郡斑鳩町龍田西８－５－９

307 クスリのアオキ斑鳩薬局 生駒郡斑鳩町龍田西5丁目7番2号

308 コスモス薬局 生駒郡斑鳩町龍田西４丁目７番１０号

309 ハヤト薬局 生駒郡斑鳩町龍田2-3-10

310 すこやか薬局 生駒郡斑鳩町小吉田２－１１－３２

311 こじか薬局　斑鳩店 生駒郡斑鳩町幸前二丁目２番１３号

312 薬局いかるが調剤 生駒郡斑鳩町興留7丁目2-11

313 フジ薬局 生駒郡斑鳩町興留７－７－３

314 スギ薬局　法隆寺店 生駒郡斑鳩町興留5丁目11番24号

315 サン薬局　法隆寺店 生駒郡斑鳩町興留５－１５－１９

316 サン薬局　法隆寺北店 生駒郡斑鳩町興留５－１－３２

317 アート薬局 生駒郡斑鳩町興留4-10-16　野口ビル1階

318 有限会社　はしもと薬局 磯城郡川西町結崎５８４－９

319 オハナ薬局　奈良三宅店 磯城郡三宅町伴堂418-1

320 保津西薬局 磯城郡田原本町保津２９２－１

321 ウエルシア薬局　磯城田原本店 磯城郡田原本町千代1107

322 杉田薬局 磯城郡田原本町秦庄２９８

323 えふ南薬局 磯城郡田原本町十六面２９－１

324 森田薬王堂薬局 磯城郡田原本町室町２０９－３

325 スギ薬局　田原本店 磯城郡田原本町阪手314番地の1

326 有限会社メジロ薬局　宮古店 磯城郡田原本町宮古３５５－３

327 サン薬局　田原本中央店 磯城郡田原本町宮古３５３－１

328 杉本薬局 磯城郡田原本町１９０番地の１

329 サン薬局　高取店 高市郡高取町兵庫226

330 壷阪漢方堂薬局 高市郡高取町観覚寺１４６７
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331 ウエルシア薬局　上牧片岡台店 北葛城郡上牧町片岡台３丁目３番１号

332 片岡台薬局 北葛城郡上牧町片岡台2-13-16

333 ハタノ調剤薬局 北葛城郡上牧町米山台２－２－８

334 阪神調剤薬局　上牧店 北葛城郡上牧町服部台5-2-2

335 サン薬局　上牧西店 北葛城郡上牧町上牧５４４－１

336 キリン堂薬局　上牧店 北葛城郡上牧町上牧３３９０－１

337 サン薬局　上牧店 北葛城郡上牧町上牧２１７４－２

338 よつば薬局 北葛城郡上牧町葛城台３丁目１２番２号

339 ファミリー薬局　薬師堂 北葛城郡王寺町明神４丁目１－２２

340 江見薬局　本町 北葛城郡王寺町本町4丁目6番16

341 さくら調剤薬局 北葛城郡王寺町舟戸１丁目１－８

342 スマイル薬局　元町店 北葛城郡王寺町元町２－２４７８

343 スマイル薬局　りーべる王寺店 北葛城郡王寺町久度２丁目３－１りーべる王寺西館３０３－２

344 かりん薬局 北葛城郡王寺町久度２－２－１リーベル王寺東館１Ｆ

345 ヤスイ薬局 北葛城郡王寺町久度２－１２－２

346 スギ薬局　奈良王寺店 北葛城郡王寺町王寺二丁目２－２０

347 キリン堂薬局　王寺駅前店 北葛城郡王寺町王寺２丁目９番１５号ル・カーラビル１階

348 ピーター薬局 北葛城郡王寺町王寺２丁目８番１９号　服部ビル１階

349 スマイル薬局　王寺店 北葛城郡王寺町王寺２丁目２－１　栄和ビル１０３号

350 プリベイル株式会社　スギ薬局 北葛城郡王寺町王寺２－６－４　クレール吉田ビル１Ｆ

351 北摂調剤王寺駅前薬局 北葛城郡王寺町王寺2-6-12服部ビル3F

352 サン薬局　王寺駅前店 北葛城郡王寺町王寺２－４－７

353 コトブキ薬局　王寺店 北葛城郡王寺町王寺2-10-16

354 鈴木薬局 北葛城郡広陵町馬見北２－３－１８

355 スギ薬局　真美ヶ丘店 北葛城郡広陵町馬見南一丁目６番２０号

356 かりん薬局　広陵店 北葛城郡広陵町南郷676-1

357 鈴木薬局　箸尾店 北葛城郡広陵町的場１５２－１

358 ココカラファイン薬局　イズミヤ広陵店 北葛城郡広陵町安部236－1－4

359 なの花薬局　奈良中山台店 北葛城郡河合町中山台１－１－１

360 東洋薬局　河合店 北葛城郡河合町西山台５６８－１－２

361 スマイル薬局　星和台店 北葛城郡河合町星和台２－１－１７

362 スギ薬局　星和台店 北葛城郡河合町星和台２－１－１４

363 星和台薬局 北葛城郡河合町星和台１丁目９－５

364 スマイル薬局　河合店 北葛城郡河合町広瀬台３丁目３－４

365 スマイル薬局　広瀬台店 北葛城郡河合町広瀬台３－８－１７

366 福西薬局 北葛城郡河合町広瀬台３－６

367 キリン堂薬局　河合町店 北葛城郡河合町広瀬台３－５－２

368 みどり薬局 北葛城郡河合町穴闇８４－８

369 サワイ薬局 吉野郡吉野町上市２４３

370 たんぽぽ薬局　吉野店 吉野郡吉野町丹治135番地の2

371 プラス薬局　北野店 吉野郡大淀町北野１９１３－１５

372 たんぽぽ薬局　福神店 吉野郡大淀町福神３－２９

373 ジャパンファーマシー薬局　大淀店 吉野郡大淀町福神１０－２

374 なの花薬局　花吉野ガーデンヒルズ店 吉野郡大淀町福神１０－１

375 ふじ薬局　大淀店 吉野郡大淀町土田３２０－１

376 あじさい薬局 吉野郡大淀町大字福神１０－３

377 キリン堂薬局　大淀店 吉野郡大淀町新野６８－１

378 にしわき薬局　しん町店 吉野郡大淀町下渕９３３

379 うちの薬局　大淀店 吉野郡大淀町下渕８１－４

380 さくら薬局　大淀 吉野郡大淀町下渕３７６－１

381 おおよど薬局 吉野郡大淀町下渕３５９－１０

382 クボ薬局 吉野郡大淀町下渕１５３－１

383 三並薬局 吉野郡下市町善城５５４


