
 

 薬剤師会事務局までお知らせください。 

 

 

自宅療養者へのお薬お届け対応の流れ 

１．医療機関 ➡ 薬局 （電話） 

「COVID プラスの処方箋、 

お届けでお願いしたいのですが」 

「ご住所はどちらでしょうか？」 

「了解しました、処方箋に連絡先を 

記入して FAX でご送付ください。」 

３．薬局 ➡ 患者 （電話） 

「○○医院から処方箋を受け取りました。 

ご自宅にお届けいたします。」 

配置する場所など、必要な確認をおこなう 

事前の服薬説明もあると良い 

体調によっては一包化なども検討 
４．薬局 ➡ 患者自宅 （配達） 

直接お届け（助成制度あり） 

宅配業者利用 

５．薬局 ➡ 患者 （電話） 

受け取り確認、追加の服薬説明や質疑 

「飲めそうですか？」 

「困っていることはありますか？」 

「ご家族の見守りはありますか？」 

 

６．薬局 ➡ 患者  

（電話による服薬後のフォロー） 

翌日又は翌々日に電話等で体調確認 

SPO2、熱なども伺いながら、 

声の調子などからも判断 

７．薬局 

後日、郵送等により処方箋を受け取る 

請求等処理 

 

８．薬局 ➡ 医療機関  

必要と感じたら医師に情報提供 

２．処方箋 FAX受信 

お問い合わせ：朝霞地区薬剤師会  asaka-ph@asakaph.or.jp 
 

一般社団法人朝霞地区薬剤師会 2021.9.1 
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朝霞地区薬剤師会　コロナ患者自宅療養対応状況

2021年8月に実施したアンケートです。最新情報は薬局にお問合せください。「ラゲブリオ対応」については2022年2月に追加しました。

支部 薬局名 住所
TEL

FAX

従事者

直接配送
直接配送可能なエリア

業者

宅配
開局時間 配達時間 休業日 ラゲブリオ対応 備考

1 1 朝霞 アイセイ薬局　北朝霞店 朝霞市浜崎1-2-10

　アゴラ21

048-486-0190

048-486-0185

× 〇 月・水 8：30～19：00

火・金 8：30～22：00

業者によるので早くとも

翌営業日以降

日

2 2 朝霞 アイン薬局朝霞青葉台店 朝霞市青葉台1-3-2 048-424-3434

048-424-3435

〇 朝霞市、志木市

新座市、和光市

× 日・月・火・木・金

　　9：00～19：00

○ 平日は、17：00まで

土曜は、12：00までの受付で

3 3 朝霞 あおい調剤薬局　青葉台店 朝霞市幸町1-1-5 048-465-4157

048-465-4194

〇 徒歩圏内 〇 月・火・水・金

　　9：00～19：00

要相談 土13:30以降

日・祝日

4 4 朝霞 あおい調剤薬局　朝霞店 朝霞市三原5-13-5 048-463-8466

048-463-8101

〇 徒歩または自転車で行

ける距離

〇 月～金

　　9：00～18：30

お昼休憩

　2：00～3：00

土13:30以降

日・祝日

ひとり薬剤師での対応の日が多い為、お

届けはそれ以外の日もしくは業務終了後

5 5 朝霞 あおい調剤薬局

朝霞根岸台店

朝霞市根岸台6-3-33 048-424-7960

048-424-7961

〇 徒歩圏内 〇 月～金

　　9：00～18：30

要相談 土13:30以降

日・祝日

6 6 朝霞 アカネ薬局1号店 朝霞市溝沼下田1284-8 048-423-5549

048-423-5584

〇 朝霞市、志木市

新座市、和光市

〇 月~金　9：00~17：30

土 　9：00~13：30

12：00~15：00 日・祝日

7 7 朝霞 アカネ薬局2号店 朝霞市溝沼下田1284-7 048-423-6445

048-423-6457

〇 朝霞市、志木市

新座市、和光市

〇 月~金 9：00~19：00

土 　9：00~17：30

12：00~15：00 日・祝日

8 8 朝霞 アカネサポート薬局 朝霞市溝沼五反田1338-1 048-423-7455

048-423-7057

〇 朝霞市、志木市

新座市、和光市

〇 月~金　9：00~17：30

土 　9：00~13：30

12：00~15：00 日・祝日 ○

9 9 朝霞 朝霞大沢薬局 朝霞市本町2-4-5 048-461-2586

048-468-1987

10 10 朝霞 朝霞スマイル薬局 朝霞市本町1-8-7 048-466-9955

048-466-9957

11 11 朝霞 あさか台薬局 朝霞市西弁財1-7-35 048-460-3317

048-460-3318

〇 自転車での配送となる

ため店舗から半径約

× 平日　9：30～18：30

土　　9：00～15：00

基本的に営業時間内 日・祝日 基本的に営業時間内での対応

12 12 朝霞 あさか台わたなべ薬局 朝霞市西弁財1-10-25-106 048-470-3434

048-470-3435

〇 朝霞市、新座市と志木

市の一部

× 月～金　9：30～19：00

土　16：30まで

19：30以降 木・日・祝日 当薬局をご利用したことのある方

19：30以降のお届け

13 13 朝霞 朝霞はなぞの薬局 朝霞市溝沼760 048-467-7725

048-467-7725

× 〇 月・火・木・金

　　6：00～19：00

配達業者の営業時間内 水・日・祝日

14 14 朝霞 ウイン調剤けやき薬局 朝霞市仲町2-2-44

　パールウィング1-B号室

048-424-7058

048-467-0388

〇 朝霞市内 〇 9：00～19：00 11：00～20：00 日・祝日

15 15 朝霞 ウイン調剤根岸台薬局 朝霞市根岸台6-8-35

　根岸台クリニックビル

048-468-7131

048-468-0028

16 16 朝霞 ウエルシア薬局

　朝霞根岸台店

朝霞市根岸台6-8-57 048-451-5060

048-451-5086

× 〇 月～土 9：00～20：00

祝日9：00～18：00

佐川急便での配送 日 ○

17 17 朝霞 ウェルパーク薬局

　北朝霞店

朝霞市西原1-3-31 048-486-6423

048-486-6424

18 18 朝霞 大沢薬局　朝霞南口店 朝霞市本町2-5-19 048-464-3315

048-464-9415

19 19 朝霞 クオール薬局　志木店 朝霞市朝志ヶ丘2-13-32 048-476-7680

048-476-7682

〇 薬局から4ｋｍ圏内

朝霞市、志木市、

〇 月～水、金

　9：00～18：00

営業時間内で相談しなが

ら、即時対応できない場

木・日、祝日 ○

20 20 朝霞 健康研究所大空薬局 朝霞市宮戸4-14-10 048-474-8906

048-474-8906

21 21 朝霞 ことぶき薬局　朝霞店 朝霞市幸町1-3-5 048-462-8825

048-462-8926

× なし 〇 月・火・水・金

 　9：00～18：30

なし 日・祝日 かかりつけ患者様のみ対応可

22 22 朝霞 松栄堂薬局 朝霞市西原2-15-18

　シティ光陽

048-473-7289

048-473-7463

× × 9：15～19：00 日・祝日 かかりつけ患者さんから連絡があれば、

対応します。

23 23 朝霞 昭和薬局 朝霞市朝志ヶ丘1-2-6-106 048-473-7830

048-473-7332

24 24 朝霞 高田屋薬局 朝霞市東弁財2-14-1 048-474-4090

048-476-0713

〇 朝霞市、新座市、

志木市、和光市

〇 9：00～17：00 特になし 土午後

日・祝日

25 25 朝霞 冨岡薬局 朝霞市膝折町2-4-32 048-461-0148

048-461-0357

26 26 朝霞 なぎさ薬局あさか店 朝霞市溝沼1333-1 048-423-7130

048-423-7260

〇 朝霞市 〇 月～金

　9：00～19：00

開局時間中 日 ・ 祝日 原則業者による宅配対応。

従事者による直接配送は、人員状況によ
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朝霞地区薬剤師会　コロナ患者自宅療養対応状況

2021年8月に実施したアンケートです。最新情報は薬局にお問合せください。「ラゲブリオ対応」については2022年2月に追加しました。

支部 薬局名 住所
TEL

FAX

従事者

直接配送
直接配送可能なエリア

業者

宅配
開局時間 配達時間 休業日 ラゲブリオ対応 備考

27 27 朝霞 パル薬局　朝霞駅前店 朝霞市本町2-4-24 048-487-9199

048-487-9199

28 28 朝霞 パル薬局溝沼店 朝霞市溝沼1-5-11 048-467-2397

048-467-3330

○

29 29 朝霞 ファミリープラザ健康薬局

朝霞店

朝霞市根岸台7-4-11 048-464-8562

048-464-8988

30 30 朝霞 ぷらむ薬局　朝霞店 朝霞市仲町2-2-39　1F 048-458-5880

048-458-5881

×

31 31 朝霞 フラワー薬局 朝霞市朝志ヶ丘3-5-2

　エクシード高野105

048-476-4658

048-476-4680

〇 近隣のみ × 月・火・水・金

　9：00～19：00

月・火・水・金

9：00～18：00

日・祝日

年末年始等

○

32 32 朝霞 フレンド薬局 朝霞市三原2-13-36 048-465-5837

048-465-5837

△ 要相談 △ 月・火・水・金

　9：00～19：00

木・日・祝日 スタッフ、移動手段の関係で、薬局近辺

のみ対応（要相談）

33 33 朝霞 平成薬局　朝霞店 朝霞市西弁財2-6-34

　ヴィラクレールⅡ1F-B

048-451-0258

048-451-0259

34 34 朝霞 ミドリの薬局 朝霞市仲町1-1-16

　ウイングビル1F

048-469-3033

048-469-3011

× 〇 月～金　9：00～13：00

　　15：00～18：00

日 ・ 祝日 ○ かかりつけ患者さんのみ対応可

当日の配送は、業者にお願いするので難

35 35 朝霞 みなみ薬局 朝霞市朝志ヶ丘4-7-14 048-474-4804

048-476-2285

〇 志木市、朝霞市

新座市の一部

〇 月・火・水・金

　9：00～18：30

月～金

9：30～17：00

日・祝日

年末年始

○

36 36 朝霞 三原薬局 朝霞市三原3-1-28 048-483-5262

048-483-5263

37 37 朝霞 ミント薬局 朝霞市本町2-3-12

　ロル・フルール1階

048-451-3560

048-451-3560

38 38 朝霞 武蔵野調剤薬局　朝霞店 朝霞市本町2-13-6

　朝陽ビル１階

048-451-0708

048-451-0897

× ×

39 39 朝霞 メロディー薬局　朝霞台店 朝霞市北原1-4-4 048-423-7440

048-423-7441

〇 薬局から半径1km程度 × 月・火・木・金

　　9：00～19：00

13：00～14：00

土・日・祝日不可

日

土午後・祝日午後

原則、門前クリニックからの処方のみ

40 40 朝霞 ヤマグチ薬局　朝霞店 朝霞市本町1-8-2

　カーサモア朝霞１F

048-450-3885

048-450-3886

× 〇 月・火・木・金

　9：00～18：30

水・日・祝日 かかりつけ患者さんの定時薬の郵送のみ

可能

41 41 朝霞 リズム薬局　朝霞台店 朝霞市北原2-1-30 B-1 048-423-8810

048-423-8811

〇 薬局から2km程度 × 月・火・木・金

　　9：00～19：00

13：00～15：00

外来の合間

日 ・ 祝日 ○ 原則、門前クリニックからの処方、また

はかかりつけ患者のみ対応可

42 1 志木 あおい調剤薬局　志木店 志木市本町5-15-18

　山三ビル1F

048-476-8733

048-476-5268

〇 志木市本町5丁目 〇 月・火・木・金

　　9：00-19：00

要相談

原則14：00-16：00

日 ・ 祝日 ○ 処方せん受付時間によっては翌日以降の

配達の可能性あり

43 2 志木 あおい調剤薬局

　志木北口駅前店

志木市本町5-25-6 048-470-5593

048-470-5592

〇 当店から半径500ｍく

らいのエリア

〇 月・火・木・金

　　9：00～19：30

13：00～17：00 祝日 ○ 日曜日は対応不可

44 3 志木 いろは薬局 志木市中宗岡5-16-1 048-485-8831

048-485-8838

○

45 4 志木 おひさま薬局 志木市本町5-22-29

　志木家具センター1階.

048-423-2232

048-423-6511

×

46 5 志木 幸町薬局 志木市幸町3-4-10 048-458-3677

048-458-3678

× 〇 月～金

　 9：00～13：00

日 ・ 祝日 かかりつけ患者さんのみ対応可

47 6 志木 ソレイユ薬局 志木市本町6－23－13

　SAビル1階 

 048-483-5593

048-483-5594

48 7 志木 ちいさな薬局 志木市本町4-5-49 048-486-5666

048-486-5667

× 〇 月・火・木

　9：00～18：00

金

水・土・日も不定

お届けなし。

（門前の龍雲堂医院）郵送しています。

49 8 志木 地球堂薬局 志木市本町5-23-28 048-486-5050

048-486-5051

〇 志木市全域

朝霞市宮戸・朝志ヶ丘

〇 9：00 – 20：00 18：00 - 20：00 日・祝日

50 9 志木 調剤薬局日本メディカルシ

ステム志木店

志木市本町5-25-8

　ドゥーセットビル2階

048-487-9086

048-487-9087

× 業者による配送なので

基本全国対応

〇 月・火・木・金

　9：00～18：30

業者に指定できる範囲 水・日・祝日 ○

51 10 志木 ひまわり薬局　志木店 志木市本町6-21-11 048-423-6175

048-423-6176

〇 志木市、新座市、

朝霞市、

〇 9：00～19：00 夕方～営業終了後 日（祝日は営業） ○ 人員、在庫次第で即日お届け可

52 11 志木 ファーマシー山賀 志木市館2-7-4 048-476-9581

048-476-9580

〇 新座、志木周辺

車で30分以内の所

× 9：00～19：00

木　～17：30

人数が少ないので、手の

空いた時間。

日 ・ 祝日 ポスト・玄関ひとつのみ

お届け時間指定は、当日なら可

2 - 5



朝霞地区薬剤師会　コロナ患者自宅療養対応状況
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従事者

直接配送
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53 12 志木 ファミリー薬局 志木市中宗岡3-1-5 048-476-2677

048-476-8777

〇 月・火・水・金

 　9：00～13：00

月・火・水・金

 　9：00～13：00

木・日・祝日

54 13 志木 三上薬局 志木市本町6-11-10 048-471-0245

048-471-0898

〇 志木市、新座市 〇 9：00～ 9：00～18：30 日 ・ 祝日 可能な限り対応したいと思います。

55 14 志木 むねおか薬局 志木市上宗岡5-18-7 048-424-7044

048-424-7144

○

56 15 志木 リズム薬局　志木店 志木市本町5-24-18-6F 048-485-4301

048-485-4302

〇 朝霞市（宮戸、朝志ヶ

丘、北原）、志木市

× 月・火・水・金

　9：00～18：30

要相談 日 ・ 祝日 営業終了後のお届けは要相談

57 16 志木 リズム薬局　志木北店 志木市本町4-15-1・1F 048-486-3860

048-486-3861

〇 朝霞市（宮戸、朝志ヶ

丘、北原）、志木市

× 月・火・水・金

　9：00～18：30

応相談 日 ・ 祝日 ○ 営業終了後のお届けは応相談

58 17 志木 れもん薬局 志木市柏町6-29-54 048-474-2838

048-474-2838

○

59 1 新座 あおい調剤薬局

　新座駅前店

新座市野火止5-1-39 048-480-3567

048-480-3577

〇 新座市内

(その都度、要相談。

〇 月・火・水・木・金

　9：00～18：30

その都度、要相談

開局時間内

日 ・ 祝日

60 2 新座 アサヒ堂薬局 新座市あたご3-7-16 048-478-7151

048-478-5509

〇 あたご、菅沢 〇 平日　9：30～18：30

土　　9：00～13：00

不定期 日 ・ 祝日 新患不可

61 3 新座 あすなろ薬局 新座市新座3-3-18-105号 048-478-2622

048-497-0688

62 4 新座 イオン薬局　新座店 新座市東北2-32-12　B1 048-499-3794

048-476-6277

63 5 新座 ウエルシア薬局　新座野火

止店

新座市野火止6-16-13 048-480-4305

048-480-4306

○

64 6 新座 ABC薬局 新座市道場1-6-11 048-478-2336

048-481-6308

〇 新座市内 9：00～17：00 10：00～17：00 日 ・ 祝日 ○

65 7 新座 エール薬局　学園通り店 新座市栄4-6-3

　田中屋ビル１F

048-480-3332

048-480-3352

〇 新座市栄、新塚、

池田3～5丁目

〇 9：00～18：30 開局時間外、及び昼休み

13：30～15：00

日 ・ 祝日 ○ 休日・祝日でも配達希望あれば対応

66 8 新座 オダ薬局 新座市野火止6-24-21 048-478-6104

048-478-6086

〇 新座市・志木駅周辺ま

で

〇 月・火・水・金

　9：30～19：00

営業時間内 日 ・ 祝日

67 9 新座 かくの木　菅沢薬局 新座市菅沢1-1-37 048-485-1275

048-485-1276

〇 菅沢、野火止

あたご

〇 月・火・木・金

　9：00～18：00

13：00～16：00 日 ・ 祝日 ○ 配達時間については、状況により対応い

たします。

68 10 新座 かくの木薬局 新座市堀ノ内2-9-33 048-482-5235

048-482-5236

〇 新座市：栗原、野寺、

片山、道場、石神、

〇 月～金

　 9：00～18：00

10：00～17：00 日 ・ 祝日 ○

69 11 新座 かくの木薬局　新堀店 新座市新堀1-13-6 042-496-1066

042-496-1067

〇 徒歩圏内 〇 月～金

　　9：00～18：00

月～金

　　10：00～17：00

日 ・ 祝日 ○

70 12 新座 コスモ薬局　新座店 新座市東北1-6-2 048-487-5600

048-487-5603

71 13 新座 コスモファーマシー 新座市東北1-7-2 048-476-3266

048-476-3268

〇 〇 9：00～19：00 9：00～18：00 日・祝日 ○

72 14 新座 木の実薬局 新座市本多1-3-9 048-480-0177

048-480-0178

〇 自動車で片道20分程度

のエリア

月～金

　　9：00～18：00

月・木・土

　14：00～16：00

日・祝日 ○

73 15 新座 昭和薬局 新座市栄4-5-43 048-477-6081

048-477-7916

74 16 新座 須田薬局本店 新座市野火止1-2-1 048-477-3089

048-481-9877

△ 徒歩で行ける範囲 × 月・火・木・金

　　9：00～18：00

日・祝日 処方がシンプルで、ご近所の方、できれ

ば来局したことがあり、家族等が同居し

75 17 新座 清和堂薬局 新座市野寺2-7-21 048-478-2790

048-478-6370

〇 新座市

野寺、石神、堀ノ内、

〇 9：00～20：00 10：30～19：00 日・祝日 ○

76 18 新座 大宝調剤薬局 新座市栄4-3-1 048-481-6009

048-481-1199

〇 新座市栄

新座市池田

× 月・火・木・金

 　9：00～18：30

月～金

　10：30～19：00

土午後

日・祝日

混雑している場合は、営業終了後のお届

けになることあり。

77 19 新座 滝島薬局　石神店 新座市石神2-4-8 048-482-0779

048-477-5330

○

78 20 新座 ドリーム薬局 新座市東北2-30-15

　川島屋ビル1階

048-424-5936

048-424-5937
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朝霞地区薬剤師会　コロナ患者自宅療養対応状況

2021年8月に実施したアンケートです。最新情報は薬局にお問合せください。「ラゲブリオ対応」については2022年2月に追加しました。

支部 薬局名 住所
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FAX

従事者

直接配送
直接配送可能なエリア

業者

宅配
開局時間 配達時間 休業日 ラゲブリオ対応 備考

79 21 新座 ナツメ薬局 新座市石神1-4-9 048-480-4111

048-480-4112

〇 薬局から半径1km～

1.5kmまで可能

× 月～金

　　9：00～17：30

月～金

　　9：00～16：30

日 ・ 祝日

年末年始

○

80 22 新座 はなまる薬局　新座店 新座市東北1-6-1 048-487-6866

048-470-5830

〇 片道20分以内 × 9：00～18：30

土　9：00～17：30

9：00～19：00

外来状況による

日 ・ 祝日 ○ 受け入れ可能数は、外来状況、在宅状況

により変わります。

81 23 新座 花みずき薬局 新座市池田2-5-5 048-475-7151

048-475-7151

〇 新座市

道場、池田、馬場

×  8：30～12：00

16：00～18：30

13：00～15：00

19：00～20：00

水・日・祝日 FAX送付時に、療養者の住所・連絡先の

記入をお願いします。

82 24 新座 浜中薬専 新座市片山1-10-27 048-478-7485

048-478-7485

83 25 新座 パル薬局新座店 新座市新座1-13-2 048-483-2275

048-483-2275

〇 新座1丁目

北野2、3丁目

〇 月・火・水・金

　9：00～19：30

19：30以降 日 ・ 祝日 営業終了後のお届け

84 26 新座 パル薬局新座北野店 新座市北野3-18-17 048-480-5966

048-480-5966

〇 新座市北野3丁目 〇 月・火・木・金

　9：00～19：00

営業終了後 日 ・ 祝日 営業終了後のお届けになります。

夜間に関しての対応は状況によります。

85 27 新座 パル薬局新座北野2号店 新座市北野3-18-14 048-482-1111

048-482-1111

86 28 新座 ひのき薬局 新座市東1-5-20 048-479-2351

048-479-2352

〇 薬局を中心に

半径1km未満

〇 9：00～18：30 開局時間内 日・木・土午後

祝日

87 29 新座 ひばり薬局 新座市栗原5-6-25 042-421-3774

042-421-3774

88 30 新座 ひまわり薬局 新座市野火止6-5-23

　タイホーマンション102

048-489-5266

048-489-5267

〇 徒歩圏内 × 月～金

　　9：00～19：00

月～金

　　9：00～19：00

日 ・ 祝日 ○ 業務時間、手の空いた時間に行くため、

時間指定された場合は難しいこともあり

89 31 新座 ぷらむ薬局　新座店 新座市北野2-5-11 048-479-1613

048-479-1614

〇 かかりつけ患者さんの

み対応可

× 9：00～12：30

15：00～18：30

昼休み、営業終了後 木・日

90 32 新座 武蔵野調剤薬局　志木店 新座市東北2-30-18

　さいとうビル1F

048-486-5555

048-486-5556

× 〇 かかりつけの患者さんのみ対応

91 33 新座 メロディー薬局　野火止店 新座市野火止7-5-74 048-424-5880

048-424-5881

〇 野火止4、6、7丁目 × 平日9：00～18：00

土　9：00～13：00

日 ・ 祝日 当薬局を利用したことのある方

配達時間について、相談可能な方

92 34 新座 薬局タカノ 新座市北野3-20-40 048-478-0186

048-478-0186

× × 9：00～19：30 土・日

93 35 新座 やままる薬局 新座市片山2-10-21 048-481-5278

048-481-5278

94 36 新座 わかば薬局新座店 新座市馬場1-4-17 048-485-8870

048-485-8871

95 1 和光 アイリス薬局 和光市西大和団地4-1 048-452-6237

048-452-6238

× 〇 9：00～19：00 19時以降 日 ・ 祝日 かかりつけ患者様のみ

営業時間終了後19時以降

96 2 和光 あおぞら薬局 和光市諏訪4-10 048-468-9867

048-468-1090

〇 薬局より半径1km程度

（自転車のため）

〇 9：00～18：00 開局時間内 土 ○ 夜間対応：TEL対応ならOK

どなたでも大丈夫ですが、営業数量後は

97 3 和光 アトム薬局 和光市新倉1-20-3 048-465-8525

048-465-8525

〇 和光市市内、

朝霞市市内

△ 月 ・火・木・金

　9：00 18：30

14 時～ 15 時、

19 時～ 20 時

日 ・ 祝日 ・営業終了後のお届け

・在宅患者での感染疑いの方の対応経験

98 4 和光 ウエルシア薬局

　和光丸山台店

和光市丸山台2-11-21 048-458-4333

048-458-4089

99 5 和光 エミカ薬局 和光市諏訪4-11 048-464-1937

048-464-1633

×

100 6 和光 さつき薬局 和光市丸山台1-1-10

　ペルエポック１階

048-460-3320

048-460-3321

〇 和光市、和光市周辺 × 月～金　9：00～19：00

土　9：00～14：00

その都度、相談にて 日 ・ 祝日 ・かかりつけ患者のみ対応可

・配達時間はその都度要相談

101 7 和光 すみれ薬局 和光市下新倉1-1-5 048-469-1341

048-469-1341

〇 和光市内、他は相談 〇 9：00～18：00 9：00～

外来患者の混雑により、

・原則、当日中に直接お届けしています

が、当日のシフトにより翌日のお届け、

102 8 和光 誠公堂薬局　和光店 和光市本町21-26

　コンステラション1F100

048-458-0348

048-458-0358

〇 和光市本町

および隣接地区

〇 平日 9：00～12：30

     15：00～19：30

開局時間で調整 日 ・ 祝日

配達不可

営業時間内のみ対応いたします。

103 9 和光 富沢薬局 和光市白子2-15-60 048-461-2031

048-464-9818

104 10 和光 富沢薬局自衛隊店 練馬区大泉学園町

　陸上自衛隊朝霞駐屯地内

048-465-1324

048-465-1324
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105 11 和光 新倉健康薬局 和光市新倉3-6-40 048-468-7311

048-468-5909

〇 和光市

新倉、下新倉地区

× 月、水、金9時～18時半、

火　9時～17時、

昼休み

営業終了後（基本）

木、土13時以降

日・祝日

配達時間は昼休み、業務終了後などの一

般業務が一段落した後になります。

106 12 和光 新倉ニコニコ薬局 和光市新倉1-2-64 048-450-1585

048-450-1586

○

107 13 和光 パル薬局　白子店 和光市白子2-21-13 048-423-7577

048-423-7577

〇 白子2丁目 〇 9：00～19：30 10：00～11：00

17：00～18：00

水・日・祝日 外来の混雑状況によって、配達できる時

間が変更になる場合があります。

108 14 和光 ヒカリ薬局和光店 和光市諏訪3-1 048-468-7900

048-468-7902

×

109 15 和光 ファミリープラザ健康薬局 和光市丸山台1-9-3

　イトーヨーカ堂和光店1F

048-465-8023

048-465-8023

〇 〇 10：00～21：00 ご相談の上 ○

110 16 和光 大和薬局 和光市本町1-17 048-461-2056

048-467-1136

111 17 和光 和光薬局 和光市本町12-1 048-463-7144

048-465-8910

〇 和光市、朝霞市 〇 9：00～18：00 12：30～19：00 月 日・祝日は業者による配送のみ

76 33
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