指定小児慢性特定疾病医療機関リスト（薬局）

薬局
医療機関名
アイ薬局
アイ薬局
アイ薬局
あい薬局 豊中服部店
あおい薬局
あおぞら薬局
青葉堂薬局
アオバ薬局
旭ヶ丘プラザ薬局
あしだ薬局
アダン薬局 豊中店
アップル薬局
アップル薬局 桜の町店
アップル薬局 玉井町店
アップル薬局 本町店
アピス薬局 上野坂店
アピス薬局 上新田店
アピス薬局 千里中央店
アピス薬局 緑ヶ丘店
アピス薬局 緑地公園店
あゆみ薬局
アリス薬局
アルカ庄内西薬局
アルカ豊中南薬局
あんず薬局
あんず薬局 豊中店
ウイング薬局 中桜塚店
上野シスター薬局
エード庄内薬局
エミ薬局
LC薬局
王子薬局
OSファーマシー薬局
OSファーマシー薬局 ほうなん店
大阪柴原駅さくら薬局
オーティ薬局
小曽根薬局
オレンジ薬局 緑丘店
回生堂薬局
回生堂薬局 岡町店
カイセイ薬局
春日野薬局 豊中店

所在地
豊中市曽根東町2-9-11-107
豊中市豊南町西3-20-20
豊中市庄内西町3-15-5
豊中市服部本町1-7-17
豊中市曽根南町1-5-11
豊中市本町2-1-3
豊中市少路1-3-16
豊中市庄内幸町4-28-1
豊中市旭丘1-13
豊中市東泉丘2-6-15-101
豊中市本町2-1-3 1階
豊中市千里園3-15-18
豊中市桜の町1-5-13-101
豊中市玉井町1-9-19
豊中市本町1-9-21
豊中市上野坂2-14-34
豊中市上新田3-10-38
豊中市新千里東町1-1-3 SENRITOよみうり3階
豊中市少路1-2-7 ﾘｯﾂｻﾝﾄﾉｰﾚ103
豊中市寺内2-13-1 緑地ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ1階
豊中市長興寺南4-5-28 ﾊｲﾂｻｻﾍﾞ103
豊中市蛍池東町1-6-3 浜徳ﾋﾞﾙ1階
豊中市庄内西町5-1-77
豊中市庄内宝町2-6-20
豊中市箕輪2-2-22
豊中市箕輪2-2-22
豊中市中桜塚3-15-14
豊中市上野西2-19-5
豊中市庄内栄町3-23-10 ｺﾙﾅｽ西102
豊中市服部本町1-6-21
豊中市新千里東町1-4-2 千里ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1階
豊中市中桜塚2-28-20
豊中市庄内西町3-6-3
豊中市豊南町西3-3-3
豊中市柴原町4-115-1
豊中市北桜塚3-9-15-102
豊中市北条町4-1-14
豊中市西緑丘3-13-6 西緑丘ビル102
豊中市北桜塚2-1-25
豊中市中桜塚2-20-12
豊中市庄内幸町4-27-20
豊中市大黒町3-7-29
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指定小児慢性特定疾病医療機関リスト（薬局）
医療機関名
カメイ調剤薬局
カリス薬局
かりん薬局
かるがも薬局 豊中店
川田薬局
共進薬局 緑丘店
近畿調剤 豊中本町薬局
グリーン調剤薬局 岡町店
クスモト薬局
クミ薬局
グリーンメディック薬局
グリーンメディック薬局 少路
グリーンメディック薬局 緑丘
クローバー薬局
幸生堂薬局
厚生薬局
こころ水谷薬局
サーバ豊中少路薬局
サーバ豊中宮山薬局
サエラ薬局
さくら薬局
さくら薬局 阪急庄内駅前店
さくら薬局 寺内2丁目店
笹川薬局 千里中央店
笹川薬局 東町店
サン調剤薬局
サンコー薬局
シスター薬局
十全薬局
春風漢方薬局
新千里南薬局
スギ薬局 豊中小曽根店
スギ薬局 豊中春日店
スギ薬局 西緑丘店
スギ薬局 服部西店
スギ薬局 豊中庄内店
スギ薬局 東豊中店
スズキ薬局
すずらん薬局
スマイル調剤薬局
すみれ薬局
スワ薬局 豊中店
スワ薬局 豊中店
セレブ薬局
そうけん薬局 服部店

所在地
豊中市寺内2-4-1 緑地駅ビル2F
豊中市豊南町南1-1-8
豊中市 本町6-7-9-102
豊中市岡上の町4-1-2-1Ｆ
豊中市本町3-14-10
豊中市北緑丘2-2-23 1階102号
豊中市本町1-5-18 ﾒｿﾞﾝﾄﾞｰﾙ豊寿荘101
豊中市中桜塚2-18-7
豊中市岡町北1-2-5
豊中市本町4-7-24
豊中市緑丘1-32-23 ｱﾛｰﾏｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ1階
豊中市少路1-7-16
豊中市緑丘4-1-1 ｲｵﾝ豊中緑丘ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内
豊中市桜の町3-6-12
豊中市南桜塚2-6-30 ｶﾜｻｷﾋﾞﾙ103
豊中市中桜塚2-31-1桜塚中央ﾋﾞﾙ101
豊中市宮山町4-1-20
豊中市少路2-5-1
豊中市宮山町1-7-8
豊中市上新田2-24-50-2
豊中市東寺内町3-22
豊中市庄内東町2-2-10
豊中市寺内2-10-5
豊中市新千里東町1-3-234
豊中市新千里東町3-6-104
豊中市城山町3-4-1-102
豊中市庄内西町3-1-3
豊中市本町1-12-3
豊中市東豊中町4-6-36
豊中市寺内2-2-22-109
豊中市新千里南町3-1-14
豊中市浜2-17-5
豊中市春日町4-1-35
豊中市西緑丘2-8-5
豊中市服部豊町2-15-7 阪急ｵｱｼｽ 服部西店内
豊中市庄内幸町5-9-12
豊中市東豊中町5-31-5
豊中市東寺内町13-5
豊中市上野西3-16-53
豊中市城山町3-4-1-105
豊中市中桜塚1-17-4
豊中市桜の町7-10-7 豊中ｵｽｶｰﾋﾞﾙ2階B-1
豊中市少路1丁目8番7号
豊中市上野東2-19-27
豊中市服部元町2-1-2
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指定小児慢性特定疾病医療機関リスト（薬局）
医療機関名
曽根バラ薬局
そね薬局
そま薬局
大一薬局
瀧川薬局
タキヤ中桜塚薬局
タンジョー薬局
辻田薬局
ツバサ薬局 豊中店
ティエス蛍池薬局
土肥薬局
トモエ薬局 東豊中店
豊中青葉薬局
豊中赤壁薬局
豊中たまご薬局
豊中本町薬局
とよなか薬局
豊中ロイヤル薬局
中島薬局 曽根東町店
なごみ薬局
なの花薬局 千里中央店
なの花薬局 柴原店
なの花薬局 豊中上野坂店
なの花薬局 豊中駅前店
なの花薬局 豊中店
なの花薬局 豊中緑丘店
西田薬局
西田薬局 長興寺店
西田薬局 服部店
日宝堂薬局
ニューロン薬局 庄内店
ノウス薬局
のぞみ薬局
ハザマ薬局
はちみつ薬局
服部たまご薬局
服部マルゼン薬局
服部マルゼン薬局 西町店
服部メディカルセンター森川薬局
ハッピースマイル薬局
はな薬局 豊中緑地店
はるな薬局
ハローいこい薬局
阪神調剤薬局 曽根東町店
ひむか薬局 千里西店

所在地
豊中市曽根東町3-4-5
豊中市曽根西町1-10-7
豊中市新千里東町1-3-222 せんちゅうぱる専門店2階
豊中市中桜塚2-27-27
豊中市庄内西町5-9-24
豊中市中桜塚4-6-10
豊中市新千里南町2-12-15
豊中市庄内幸町2-15-1 ｱﾙｶｻｰﾙ豊中1階 112
豊中市服部西町3-1-6
豊中市蛍池東町1-12-27
豊中市曽根西町3-5-3
豊中市東豊中町6-1-2 豊中大成ビル
豊中市岡上の町4-3-21
豊中市玉井町1-2-2
豊中市本町3-1-21 丸善ﾋﾞﾙ1階
豊中市本町9-2-4
豊中市本町1丁目12番11号
豊中市柴原町4-8-13 アメニティーノーブル102
豊中市曽根東町1-2-1 阪急曽根ﾋﾞﾙB1
豊中市服部南町4-3-54
豊中市新千里西町1-1-48
豊中市柴原町4-8-23
豊中市上野坂1-1-3 ﾉｰﾌﾞﾙ上野坂102
豊中市玉井町1-10-30 かのうﾋﾞﾙ1階
豊中市夕日丘1-1-5
豊中市西緑丘1-1-30
豊中市浜1-25-11
豊中市長興寺南3-1-3
豊中市服部南町3-11-5-101
豊中市庄内西町3-6-19
豊中市庄内栄町1-7-6
豊中市長興寺南4-3-29
豊中市服部西町3-1-6
豊中市新千里西町3-2-1-202
豊中市庄内栄町2-4-6
豊中市服部元町1-10-22
豊中市服部豊町1-3-17
豊中市服部西町2-7-7
豊中市服部本町1-7-9
豊中市庄内幸町2-13-6
豊中市長興寺南4-9-45
豊中市螢池東町1-12-22
豊中市北条町1-21-15
豊中市曽根東町1-9-25 ファミール曽根105
豊中市新千里西町1-1-10 D’ｸﾞﾗﾌｫｰﾄ1階
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指定小児慢性特定疾病医療機関リスト（薬局）
医療機関名
ファーマライズ薬局 千里店
冨士薬局
株式会社 プリュスメロディ薬局
フルール薬局
北条トモエ薬局
ホシ薬局
蛍池たまご薬局
蛍池ひよこ薬局
本町伊藤薬局
マキノ薬局
ミカワ薬局
三国橋薬局
水谷薬局
みついち堂薬局
みどり薬局 千里中央店
みどり薬局 千里レジデンス店
みのり薬局
宮薬局
メイプル薬局 東豊中店
メディグレイス薬局
メルシー薬局
森川薬局 緑地店
森川薬局 緑地店
ヤマト薬局
ユニカムドラッグ少路薬局
ユニカムドラッグ西泉丘薬局
ラズベリー薬局
リンク薬局
レイ薬局
わかば薬局
ワタナベ薬局

所在地
豊中市新千里北町2-20-13
豊中市庄内幸町2-1-27
豊中市本町2-1-45-102
豊中市庄内西町3-1-5-4Ｆ
豊中市北条町3-2-24 FUDOﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ
豊中市豊南町南4-5-11
豊中市蛍池中町2-3-1 ﾙｼｵｰﾚB203
豊中市蛍池中町3-2-1 ﾙｼｵｰﾚA405
豊中市服部本町5-2-33
豊中市上野西2-2-29
豊中市庄内東町2-1-6
豊中市三国1-7-1
豊中市宮山町4-2-3
豊中市上野東3-18-1-106
豊中市新千里東町1-4-3 SHIP SENRIBLDG.1階
豊中市新千里東町1-2-3 2階
豊中市庄内西町4-1-24
豊中市新千里西町3-2-5
豊中市東豊中町5-12-1 西谷ﾊｲﾂ102
豊中市本町2-4-14 クリニックモール豊中本町101
豊中市庄内西町3-1-3
豊中市寺内2-10-5-105
豊中市寺内2-10-8-206号
豊中市蛍池東町1-6-9-101
豊中市少路1-14-1
豊中市西泉丘3-1-25
豊中市服部元町2-5-17-B号室
豊中市桜の町7-10-7 ナポリオスカービル2階1-A号室
豊中市庄内東町1-5-9
豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル3階
豊中市千成町3-5-13
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