
八王子市指定小児慢性特定疾病医療機関（薬局）
(五十音順） 

医療機関名称 所在地 電話番号

あ アーク調剤薬局八王子髙倉店 八王子市高倉町36-1 042-649-9317

アイセイ薬局堀之内駅前店　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市別所２－２－１クレヴィア京王堀之内パークナードⅡ１Ｆ 042-653-3491

アイセイ薬局堀之内店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市堀之内３－３５－１３谷合ビル１０１ 042-670-2593

アイセイ薬局子安町店 八王子市子安町3丁目7番16号小林ビル１階 042-621-1555

アイセイ薬局万町店 八王子市万町175番地1 042-621-1556

あい薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市椚田町５８８－１６　 042-669-4780

アイン薬局八王子店 八王子市大谷町３０２　 042-649-1167

アイン薬局元八王子店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市大楽寺町４７７－４　 042-686-0233

アオイ薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市中野山王３－１－２　 042-627-1651

調剤薬局アオバ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市中野山王２－２８－１０　 042-623-1062

薬局アオバ稲荷坂店 八王子市中野山王1-3-13 042-620-7117

あおば薬局八王子みなみ野店　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市兵衛１－３－１ミクリスシティ１０３ 042-632-5051

旭町薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市旭町１０－１３カネダイ八王子ビル１階 042-646-4419

あさひ薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市宇津木町６２６ー１　 042-642-1193

あすなろ薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市川口町３８２４－３　 042-659-8801

あらい薬局北野店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市北野町５６０－２３　 042-646-4976

アロエ調剤薬局 八王子市初沢町１２３１－６ウイングタカオ１Ｆ 042-665-3711

あんず調剤薬局高尾店 八王子市狭間町１６８２－４　 042-673-3660

い いちょう薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市中野上町４－３５－２０穂坂ビル１Ｆ 042-627-0548

う ウエルシア薬局八王子椚田店　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市椚田町７２－１　 042-668-8708

ウエルシア薬局八王子弐分方店　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市弐分方町４８１－４　 042-655-2774

ウエルシア薬局八王子諏訪店　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市諏訪町４９９　 042-650-1351

ウエルシア薬局八王子みなみ野店 八王子市みなみ野５－１５－５　 042-632-0680

ウエルシア薬局楢原コピオ店 八王子市楢原町１８１８－１５コピオ楢原内 042-655-1189

ウエルシア薬局八王子駅北口店 八王子市東町７－６　１Ｆ　 042-631-8615

ウエルシア薬局八王子川口店　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市川口町１７４５－３　 042-659-7561

ウエルシア薬局八王子七国店　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市七国５－２８－１　 042-632-8520

ウエルシア薬局八王子東浅川店　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市東浅川町５５７－４　 042-668-8038

ウエルシア薬局八王子東中野店 八王子市東中野２７９番地２ 042-670-4824

ウェルパーク薬局八王子北口店　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市旭町１３－１５　 042-639-0274

うつき薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市宇津木町７６４－１　 042-696-6521

え エルダー薬局 八王子市椚田町２４１第２藤ビル1F 042-665-2032

お 大塚調剤薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市大塚４９６－１　 042-670-8297

大和田調剤薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市大和田町４－１４－７　 042-656-0934

おばた薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市椚田町１２０８－１スーパーアルプスはざま店内 042-665-5900

オレンジ薬局西寺方店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市西寺方町１３００－１　 042-659-2817

か 開晴薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市台町４－３４－２　 042-623-7201

上川薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市上川町２２６１－１１　 042-654-6279

上町調剤薬局 八王子市中野上町２－２９－２１　 042-621-1731

カワイ調剤薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市北野町５４５－３きたのタウン６階 042-645-1778

川合薬局大楽寺店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市大楽寺町５０１－１ウット゛スト－ンⅢ－Ｂ 042-625-2480

神田成美堂薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市八幡町１２－４　 042-622-0520

き キジマ調剤薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市子安町２－１０－１５　 042-646-3787

北野調剤薬局高尾店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市裏高尾町２６４－３　 042-668-5733

く QOLサポートクオール薬局京王八王子店 八王子市明神町４－７－１４八王子ＯＮビル１階 042-649-2690

クオール薬局イーアス高尾店 八王子市東浅川町550番地1イーアス高尾1階 042-664-2089

クオール薬局八王子店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市子安町4-10-14メゾン・ド・彩1F　 042-620-1031

薬のヒグチ薬局北八王子店 八王子市石川町２９６０－８　 042-660-8341

クリーン薬局 八王子市旭町11番地11号 042-649-9615

クリエイト薬局八王子堀之内店　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市堀之内２－１０－２９ 042-677-8891

クリエイトエス・ディー八王子元本郷店薬局　　　　　　　　　　 八王子市元本郷町４－１７－１６　 042-620-2485

クリエイト薬局八王子越野店 八王子市越野9-2 042-670-1120

クリエイト薬局八王子小宮町店 八王子市小宮町844-2 042-631-1824

クリエイト薬局八王子散田町店 八王子市散田町3-14-20 042-662-1033

クリエイト薬局八王子台町店 八王子市台町２－２２－８ 042-620-5771

クリエイト薬局八王子高嶺小学校前店 八王子市北野台4-30-1 042-632-6051

クリエイト薬局八王子万町店 八王子市万町20-1 042-655-1070

け 京王八王子薬局 八王子市明神町４－３－９クリオ京王八王子ビサイド１０３ 042-649-5182

京八薬局東町店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市東町２－１２京王八王子東町ビル１Ｆ 042-644-1345

こ 公園前薬局 八王子市明神町４－８－１３エス・アイ・シービル 042-646-4986

こぐま薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市台町３－１６－１６　 042-627-7743

こぐま薬局八王子駅前店 八王子市旭町８－８Ｈ２斉藤ビル１Ｆ 042-631-9651

こぐま薬局八王子南口店 八王子市子安町４－１５－１４パティオ１Ｆ 042-634-9702

コサカ薬局堀之内店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市別所２－１２３　 042-675-6500

コスモ薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市みなみ野１－２－１アクロスモール八王子みなみ野２Ｆ 042-632-8457

コスモファーマシーすずらん薬局　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市初沢町１２７７－７　 042-668-1241

有限会社コトウファーマシー　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市横山町２２－４　 042-642-1637

ことぶき薬局暁店 八王子市暁町２－４－７ 042-686-1800

さ さくら薬局八王子駅前店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市旭町１２－１２　 042-649-2471

さくら薬局八王子散田店 八王子市散田町3-8-24茂和ビル1階 042-667-1967

さくら薬局八王子みなみ野店　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市七国４－１４－１　 042-632-5218

令和5年（2023年）1月1日時点
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さ さくら薬局八王子明神店 八王子市明神町４－２－７秀和八王子レジデンス第一ビル１０３ 042-646-2210

さくら薬局西八王子店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市散田町３－８－２ 042-668-7677

さつき薬局北野店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市長沼町１３０７－１１　 042-631-3497

さつき薬局めじろ台店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市めじろ台２－１－１　 042-629-1754

さつき薬局椚田店 八王子市椚田町５５２－９　 042-673-4353

さつき薬局楢原店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市楢原町１４８２－２　 042-623-8545

さつき薬局横川店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市横川町６９７－２　 042-686-2796

さとう調剤薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市大楽寺町１３６－５　 042-651-1930

左入薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市左入町４３５－１　 042-696-3291

サンドラッグ京王堀之内駅前薬局　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市別所２－１ＶＩＡナガイケ店内１Ｆ 042-670-8275

サンドラッグフォレストモール八王子大和田薬局 八王子市大和田町5丁目7番18号 042-649-9917

サンドラッグ南大沢薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市南大沢２－２５フォレストモール１階 042-674-5460

三宝薬局北野駅前店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市打越町３４４－４北野シティプラザ１階 042-648-5265

し 下恩方調剤薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市下恩方町１１４５－１　 042-650-5701

下島調剤薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市本郷町３－２０　 042-622-8304

昭和薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市散田町３－１８－１１　 042-665-3488

しらかば調剤薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市散田町５－１－３サイプレスサンダ１Ｆ 042-668-2786

しんわ薬局恩方店 八王子市西寺方町333-6 042-652-9535

しんわ薬局新町店 八王子市新町7-12岩崎ビル1F 042-660-5430

しんわ薬局横川町店 八王子市横川町108-150小宮山ビル1F101 042-686-2545

しんわ薬局打越店 八王子市打越町1197-1ステップコートはけしたビルM1-1 042-656-8181

しんわ薬局大和田店 八王子市大和田町3-8-8 042-643-6616

しんわ薬局南新町店 八王子市南新町13-21 042-628-9699

しんわ薬局横山町店 八王子市横山町11-5斗南堂ビル1F 042-643-1882

しんわ薬局かのうや店 八王子市横川町569-9 042-628-5551

しんわ薬局上壱分方店 八王子市上壱分方町577番地8 042-659-1480

しんわ薬局小宮店 八王子市小宮町1165-2 042-639-0331

しんわ薬局横川店 八王子市横川町549-21 042-627-1189

す スギ薬局八王子片倉店 八王子市片倉町451番地2 042-683-2657

スギ薬局八王子八木町店 八王子市八木町5番4号 042-649-7847

スギ薬局西八王子店 八王子市散田町三丁目17番1号コピオ西八王子2階 042-673-5385

スギ薬局八日町店 八王子市八日町８－１ビュータワー八王子１階 042-686-3981

スギ薬局八王子店 八王子市中町4番5号 042-649-8322

スギ薬局八王子別所店 八王子市別所二丁目41番地1 042-682-3745

スピカ薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市西寺方町３８３－１　 042-650-5552

株式会社スミレ薬局 八王子市横山町２１-８　 042-642-1776

すわ調剤薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市諏訪町７２－１　 042-673-7327

せ 精美堂薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市南大沢３－９－５－１０４　 042-675-3557

千人町薬局 八王子市千人町１－２－２多摩ビル１F 042-667-4555

た ダイエー西八王子店薬局 八王子市千人町2-1-9 042-663-9955

高尾駅北口薬局 八王子市高尾町1580番地すえひろ第2ビル1F 042-673-5495

たかおハナブサ薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市裏高尾町２６２－１　 042-629-9380

高尾南口調剤薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市初沢町１２３１－３６　 042-661-3263

高島薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市東浅川町７０９－１　 042-662-0406

たちばな調剤薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市子安町２－４－１０　 042-656-0891

たちばな薬局絹の道店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市片倉町１２２１　 042-632-4236

たちばなきりん薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市長房町４５４－５　 042-673-5077

たちばな薬局片倉店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市片倉町４４６－８　 042-632-8990

たなべ薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市久保山町２－３１－３　 042-696-5885

だるま堂薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市本町３－１２　 042-622-2575

ち チューリップ散田町薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市散田町４－１１－１５　 042-667-8106

つ つくし薬局元本郷町店 八王子市元本郷町２－１－１ 042-620-7878

つとむ薬局大和田店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市大和田町５－１３－１４　 042-689-6421

つとむ薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市高尾町１５６８－１　 042-629-2660

て てぃーだ薬局 八王子市松が谷11番地5-101 042-689-5312

寺町調剤薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市寺町４９－７　 042-624-4661

と 東京薬科大学附属薬局 八王子市大谷町１７８－１１　 042-645-4193

桃源薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市高月町３６５－１　 042-692-3354

薬局トモズ椚田店 八王子市椚田町５５７－２５ 042-662-5885

ドラッグセイムス子安町薬局 八王子市子安町２－２－１７ 042-631-9551
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な 中野上町四丁目薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市中野上町４－１１－９　 042-622-8024

長房調剤薬局 八王子市長房町５４６－１８　 042-673-5715

ながふさ薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市長房町１４６２－７ 042-669-5644

長房調剤薬局コピオ長房店 八王子市長房町340番地12 042-629-9755

中山薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市寺田町432グリーンヒル寺田101-104 042-665-3697

中山薬局散田店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市散田町３－１３－５　 042-667-4589

中山薬局北野駅前店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市打越町３４４－６カリヨンプラス1F 042-644-5688

中山薬局南新町店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市南新町２４－１４　 042-627-4177

なぎさ薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市千人町３－１７－１６　 042-663-8633

なの花薬局八王子みなみ野店　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市兵衛１－２５－５ソレイユ店舗Ｃ 042-638-0733

なみきばし薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市四谷町７２０－１　 042-620-5788

ならはら薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市楢原町５６１－１　 042-625-4125

南山堂薬局片倉店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市片倉町３４２－３Ｋ’ｓ片倉ビル１階 042-649-5630

南山堂薬局八王子店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市横山町２２－３メディカルタワー八王子１階 042-649-3541

に 西八王子調剤薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市散田町３－９－１５　 042-667-3100

二番街調剤薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市上柚木３－６－５　 042-674-1232

日本調剤八王子薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市明神町４－９－７京王八王子西口ビル１Ｆ 042-643-5270

日本調剤アークス薬局 八王子市明神町４－３－８ 042-646-5711

日本調剤大和田薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市大和田町７－１８－６　 042-631-8656

日本調剤八王子南口薬局 八王子市子安町１－１－３南口第二ビル１階 042-649-8833

日本調剤明神町薬局 八王子市明神町4-3-9クリオ京王八王子ビサイド102号 042-643-4101

ね ねむの木薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市台町4-46-4 042-662-5955

の ノムラ薬局高尾店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市東浅川町３３６－１３　 042-686-1330

ノムラ薬局八王子店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市明神町４－１－２ 042-646-4446

ノムラ薬局大和田５丁目店　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市大和田町５－２６－１５グランドールＭ＆Ｋ１階 042-649-1838

ノムラ薬局東浅川店 八王子市東浅川５１９－３　 042-668-4680

ノムラ薬局東中野店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市東中野７９－２　 042-670-8218

ノムラ薬局八王子中町店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市中町５－１０ 042-634-8928

は ハートフルファーマシー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市大和田町１－６－１５　 042-631-0210

ハートフルファーマシーサザンスカイタワー店　　　　　　　　　 八王子市子安町４－７－１サザンスカイタワー八王子１Ｆ 042-649-6731

ハート薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市椚田町1214-1めじろ台ハイム1階 042-668-5861

八王子ミキ薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市本郷町７－１２　 042-626-5965

八王子薬剤センター駅前薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市旭町１２－１　 042-643-6555

八王子駅前薬局 八王子市旭町８－１０－４０３ 042-649-3663

八王子マックス薬局 八王子市千人町一丁目6番3号 042-673-4821

八王子薬剤センター薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市館町１０９７　 042-666-0931

はちみつ薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市子安町３－６－７　 042-656-0288

はちみつ薬局みよし坂店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市万町82-2 042-623-1770

はちみつ薬局万町店 八王子市万町１７３－１ 042-627-0072

ハラケン薬局大塚店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市大塚２２５－１　 042-677-4807

ひ 東八王子薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市明神町４－７－５　 042-660-8021

ひだまり薬局 八王子市めじろ台１－９－１ 042-667-1160

ひまわり薬局片倉店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市片倉町７０９－９ 042-632-7397

ひまわり薬局下柚木店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市下柚木２－５－１　 042-670-5855

ふ フォレスト南大沢薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市南大沢二丁目25番地2階 042-670-6624

福井隆生堂薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市平岡町８－６　 042-622-1943

富士見ファーマシー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市富士見町３－６　 042-644-7002

富士森公園前薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市台町２－１４－１７　 042-627-5540

ふじ薬局めじろ台店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市めじろ台1-18-2 042-662-7277

ふたば薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市千人町2丁目3番10号 042-669-8188

フロンティア薬局みなみ野店 八王子市みなみ野4-15-7 042-632-8088

へ 別所薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市別所１－１７－１　 042-676-9055

別所薬局千人町店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市千人町２－１９－１５長塚ビル２階 042-668-8265

ほ ポプラ調剤薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市北野町５６２－５グランメール１階 042-660-0781

ま 薬局マツモトキヨシセレオ西八王子店 八王子市千人町2丁目21番地1セレオ西八王子生活館1F 042-669-3127

調剤薬局マツモトキヨシ八王子北野台１丁目店 八王子市北野台1-17-1 042-632-5030

薬局マツモトキヨシ南大沢店 八王子市南大沢5-14-1 042-674-5007

マリン薬局別所店　　　　　　　　　　　　　 八王子市別所1-26-14 042-670-1717

マロン薬局子安店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市子安町４－２６－５細谷ビル１Ｆ 042-656-7583

マロン薬局高尾店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市東浅川町５４８－１ドエル・クラ１Ｆ 042-669-5288

マロン薬局西八王子店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市千人町２－１８－７西八ＴＫビル１Ｆ 042-673-5359

マロン薬局東町店 八王子市東町1番5号森村ビル1F 042-649-3734

マロン薬局みなみ野店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市西片倉３－１－３みなみ野メディスンビル１階 042-637-2385

マロン薬局西片倉店 八王子市西片倉３－１－４　１Ｆ　 042-632-7845

マロン薬局西八王子駅南口店 八王子市台町4-48-14 042-673-5567
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み みかん薬局八王子店 八王子市横山町３－１３ 042-660-0820

三崎薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市東町２－２　 042-631-1350

ミネ薬局高尾店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市初沢町１２３１－１６　 042-665-3584

ミネ薬局南大沢店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市南大沢２－２パオレ４階 042-677-9199

め めじろ台南調剤薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市めじろ台２－１９－９　 042-663-9660

めばえ薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市みなみ野３－１－７　 042-632-7255

も 茂木薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市千人町２－１９－１９　 042-661-1131

元八薬局 八王子市元八王子町２－１９００ 042-669-7721

や やまだ駅前薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市小比企町４８０－１サニーヒルいそま１０１－２号 042-638-8190

ゆ 薬局ユア―ズ堀之内店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市堀之内２－６－５森本ビル１０２号 042-675-6522

ユキワ薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市南大沢２－２７フレスコ南大沢 042-679-5036

よ 横山町薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市横山町２０－１３ハイツツ－エイト１０５ 042-646-2216

よつや薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市叶谷町８９０－５　 042-627-1301

り 陵南薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市長房町１３９６－４　 042-669-3313

わ 若草薬局横川店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市横川町８７３－４　 042-627-1195

わかば薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市東町１－１４橋完ビル１階 042-631-3621
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