
和歌山県指定医療機関（薬局）一覧
令和5年3月31日作成

保険薬局　名称 〒 保険薬局　所在地

エバグリーン薬局　四ヶ郷店 640-8391 和歌山県和歌山市加納295-1
善明寺薬局 640-8471 和歌山県和歌山市善明寺301
あおば調剤薬局 640-8341 和歌山県和歌山市黒田281-5
アハト調剤薬局 640-8412 和歌山県和歌山市狐島388-3　モンエソールⅡ　1階B号室
あやめ調剤薬局 640-8301 和歌山県和歌山市岩橋313
ウエルシア薬局　和歌山有本店 640-8390 和歌山県和歌山市有本102-7
ウエルシア薬局　和歌山楠見中店 640-8463 和歌山県和歌山市楠見中28-3
ウエルシア薬局　和歌山栗栖店 640-8305 和歌山県和歌山市栗栖37
エース薬局　高松店 641-0043 和歌山県和歌山市宇須1丁目6番3号
エグチ薬局　中之島店 640-8392 和歌山県和歌山市中之島212-13
エバグリーン薬局　古屋店 640-8435 和歌山県和歌山市古屋82-1
エバグリーン薬局　塩屋店 641-0054 和歌山県和歌山市塩屋5-67-1
エバグリーン薬局　高松店 641-0052 和歌山県和歌山市東高松三丁目84-1
エバグリーン薬局　広瀬店 640-8127 和歌山県和歌山市元町奉行丁2丁目66
オレンジ薬局　加太店 640-0103 和歌山県和歌山市加太1086-62
株式会社　第一薬局　土入 640-8432 和歌山県和歌山市土入176-3
株式会社くまの薬局　松江店 640-8425 和歌山県和歌山市松江北6-2-20
株式会社第一薬局　黒田 640-8341 和歌山県和歌山市黒田139-3
関西薬局　和歌山店 640-8342 和歌山県和歌山市友田町4-130 1階
キウイ調剤薬局 640-8481 和歌山県和歌山市直川375-1
コスモファーマ薬局  三木町店 640-8104 和歌山県和歌山市南休賀町8
コスモファーマ薬局　太田店 640-8323 和歌山県和歌山市太田2丁目13-10　ヒロメディカル第二ビル
コスモファーマ薬局　日赤前店 640-8269 和歌山県和歌山市小松原通4丁目23
コスモファーマ薬局  大新店 640-8372 和歌山県和歌山市新大工町５番地
サクラ調剤薬局 649-6271 和歌山県和歌山市満屋字上澤27-10
さつき調剤薬局 641-0054 和歌山県和歌山市塩屋5丁目73-9
塩屋調剤薬局 641-0021 和歌山県和歌山市和歌浦東2丁目9-46
すみれ調剤薬局 641-0054 和歌山県和歌山市塩屋6丁目2-65
そうごう薬局　太田南店 640-8323 和歌山県和歌山市太田38-14
そうごう薬局　直川店 640-8481 和歌山県和歌山市直川954-1
そうごう薬局　柳通り店 640-8333 和歌山県和歌山市蔵小路15-2
大陸薬局　野崎支店 640-8403 和歌山県和歌山市北島89-3
調剤薬局ツルハドラッグ紀三井寺店 641-0012 和歌山県和歌山市紀三井寺653
調剤薬局ツルハドラッグ津秦店 640-8315 和歌山県和歌山市津秦237
調剤薬局ピース 640-8403 和歌山県和歌山市北島453
調剤薬局ホンダ　西庄中央店 640-0112 和歌山県和歌山市西庄338-40
調剤薬局ホンダ　直川店 640-8481 和歌山市直川569-3
テラウチ調剤薬局　北野店 649-6331 和歌山県和歌山市北野454
阪神調剤薬局　紀の川店 649-6335 和歌山県和歌山市西田井391
阪神調剤薬局　和歌山医大店 641-0012 和歌山県和歌山市紀三井寺811-77
阪神調剤薬局　和歌山日赤店 640-8269 和歌山県和歌山市小松原通4丁目21
ひだまり薬局紀三井寺店 641-0015 和歌山県和歌山市布引763-7
フタツカ薬局　キーノ和歌山 640-8203 和歌山市東蔵前丁39　キーノ和歌山3階
ふゆの薬局 640-0332 和歌山県和歌山市冬野1764-1
ほのぼの薬局 640-8345 和歌山県和歌山市新在家162
真進堂薬局 641-0033 和歌山県和歌山市松ヶ丘1丁目8-23
真進堂薬局　高松店 641-0051 和歌山県和歌山市西高松1-3-21-1
ミモザ調剤薬局 640-8392 和歌山県和歌山市中之島字向芝2347-1
メロン調剤薬局 640-8137 和歌山県和歌山市吹上2-5-40
有限会社松本薬局　和歌浦店 641-0021 和歌山県和歌山市和歌浦東3丁目4-44
リンドウ調剤薬局 640-8136 和歌山県和歌山市堀止東1-2-9
ルピナス調剤薬局 640-8155 和歌山県和歌山市九番丁２４
Ｅ薬局 640-8392 和歌山県和歌山市中之島880
あおぞら薬局　岩橋店 640-8301 和歌山県和歌山市岩橋1583-13
あけぼの薬局　和歌山ろうさい病院前店 640-8435 和歌山県和歌山市古屋57-3
あすなろ薬局　そのべ調剤 640-8483 和歌山県和歌山市園部943-10
アトム調剤薬局 640-0112 和歌山県和歌山市西庄558-18
アニマ薬局 640-8150 和歌山県和歌山市十三番丁5
アルテ調剤薬局 640-8403 和歌山県和歌山市北島558-7
アンリ薬局 641-0006 和歌山県和歌山市中島573-1
イオン薬局和歌山店 640-8451 和歌山県和歌山市中字楠谷573　イオン和歌山店１Ｆ
イサオ薬局 640-8482 和歌山県和歌山市六十谷369-2
いちみや調剤薬局 640-0112 和歌山県和歌山市西庄585-12
エイ・ディー薬局　太田店 640-8323 和歌山県和歌山市太田1丁目4-7
エース薬局　延時支店 640-8431 和歌山県和歌山市向153-3
エース薬局　北島店 640-8403 和歌山県和歌山市北島100-6

1 ページ
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エグチ薬局 640-8341 和歌山県和歌山市黒田120　アソートクロダ１Ｆ
エグチ薬局　秋月店 640-8322 和歌山県和歌山市秋月545-2
エグチ薬局　内原店 641-0013 和歌山県和歌山市内原941-23
エグチ薬局　堀止店 641-0041 和歌山県和歌山市堀止南ノ丁4-37
エバグリーン薬局　福島店 640-8401 和歌山県和歌山市福島89-1
エバグリーン薬局　新中島店 641-0002 和歌山県和歌山市新中島124
エバグリーン薬局　宮街道店 640-8322 和歌山県和歌山市秋月227-2
エムハート薬局　くるみ店 640-8483 和歌山県和歌山市園部596-16
オードラッグメッサガーデンパーク薬局 640-8412 和歌山県和歌山市松江向鵜ノ島1469-1
ガーデン薬局 640-8403 和歌山県和歌山市北島453-1
カイセイ薬局 641-0012 和歌山県和歌山市紀三井寺863-29
かるがも薬局　和歌山駅前店 640-8342 和歌山県和歌山市友田町5丁目45
かるがも薬局　和歌山店 640-8331 和歌山県和歌山市美園町3丁目34　けやきＯＮＥ
銀明堂薬局　川辺店 649-6312 和歌山県和歌山市川辺182
コスモファーマ薬局  美園店 640-8329 和歌山県和歌山市田中町3丁目28
サカエ薬局 649-6313 和歌山県和歌山市楠本72-4
さかた薬局 640-8033 和歌山県和歌山市本町5-28
サンテ薬局 641-0056 和歌山県和歌山市秋葉町1-17
サン調剤薬局 640-8107 和歌山県和歌山市三木町堀詰41　スカイハイツ三木町１F
サン調剤薬局  東長町店 640-8264 和歌山県和歌山市湊桶屋町8　たばこ会館1F
ジョイントキュア　こうしん堂 640-8323 和歌山県和歌山市太田1丁目13-8　ｴﾇ･ｱｲ･ｼｰﾋﾞﾙ１F
城南薬局　よろずまち店 640-8035 和歌山県和歌山市万町7　ザピリア石倉ﾋﾞﾙ1F
スズラン調剤薬局 640-8315 和歌山県和歌山市津秦41-1
ステーション薬局 640-8331 和歌山県和歌山市美園町5丁目61
そうごう薬局　榎原中央店 640-8434 和歌山県和歌山市榎原73-1
そうごう薬局　榎原店 640-8434 和歌山県和歌山市榎原83-10
そうごう薬局　太田店 640-8323 和歌山県和歌山市太田69-15
そうごう薬局　きのもと店 640-8453 和歌山県和歌山市木ノ本261-22
そうごう薬局　こまつばら通店 640-8269 和歌山県和歌山市小松原通5-15　イケジリテナントビル1F
そうごう薬局　六十谷店 640-8482 和歌山県和歌山市六十谷1023-1-4
そうごう薬局次郎丸店 640-8444 和歌山県和歌山市次郎丸69-1
そうごう薬局　古屋店 640-8435 和歌山県和歌山市古屋59
そうごう薬局　木枕店 640-0301 和歌山県和歌山市木枕41-6
そうごう薬局　友田店 640-8342 和歌山県和歌山市友田町5丁目33　1階
そうごう薬局　和歌浦西店 641-0024 和歌山県和歌山市和歌浦西1丁目1-14
タイガー薬局　県庁前店 640-8244 和歌山県和歌山市久右衛門丁46　ＴＢＡビル１Ｆ
タイガー薬局　十番丁店 640-8152 和歌山県和歌山市十番丁12　十番丁ビル１F
タイガー薬局　本店 640-8243 和歌山県和歌山市東長町5丁目40
タバタ薬局 641-0014 和歌山県和歌山市毛見1103-4
たんぽぽ薬局　和歌山医大前店 641-0012 和歌山県和歌山市紀三井寺811-62
たんぽぽ薬局　和歌山日赤前店 640-8269 和歌山県和歌山市小松原通4丁目22　トーホービル1F
調剤薬局ネットワーク 640-8435 和歌山県和歌山市古屋８５－１
テビラ薬局 640-8319 和歌山県和歌山市手平4-2-26
ともに薬局 640-8269 和歌山県和歌山市小松原通4-30　小松原丸岩ビル1-102
なかい薬局 640-8425 和歌山県和歌山市松江北7-1259-172
ナンゴウ薬局　楠見店 640-8462 和歌山県和歌山市粟248-3
のぞみ薬局 649-6275 和歌山県和歌山市吐前282-1
のぞみ薬局　日赤前店 640-8137 和歌山県和歌山市吹上二丁目4-46
ファーマシィ薬局アゼリア 640-8453 和歌山県和歌山市木ノ本103-3
ファミー薬局 641-0024 和歌山県和歌山市和歌浦西1丁目7-1
ふたば調剤薬局 640-8453 和歌山県和歌山市木ノ本116-3
フロンティア薬局　和歌山日赤前店 640-8269 和歌山県和歌山市小松原通4丁目19
ホーム薬局 640-8402 和歌山県和歌山市野崎20-11
保険調剤薬局 トーワ 641-0008 和歌山県和歌山市北中島一丁目5-7
保険調剤薬局 トーワ　加納店 640-8391 和歌山県和歌山市加納248-4
保険調剤薬局 トーワ　和田店 641-0004 和歌山県和歌山市和田1202-10
保険調剤薬局ヘルシー 641-0055 和歌山県和歌山市和歌川町9-41
マリーン薬局 641-0004 和歌山県和歌山市和田1179-18
マリーン薬局小雑賀店 641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀158-4
マリン調剤薬局 640-8341 和歌山県和歌山市黒田1丁目1-16
みやび調剤薬局 640-8472 和歌山県和歌山市大谷403-3
みやま薬局 640-8329 和歌山県和歌山市田中町5丁目5-4
ヤカタ薬局 640-8105 和歌山県和歌山市三木町南ノ丁33
ライフ調剤薬局 640-8453 和歌山県和歌山市木ノ本552-6
ワン・ツー・スリー薬局 640-8319 和歌山県和歌山市手平5丁目1-19
安原薬局 641-0004 和歌山県和歌山市和田463-2
株式会社　めいよう薬局 640-8224 和歌山県和歌山市小野町3丁目47
株式会社　第一薬局 640-8324 和歌山県和歌山市吹屋町4-14-2
株式会社　第一薬局　医大前 641-0012 和歌山県和歌山市紀三井寺863-26
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株式会社　第一薬局　宮 640-8303 和歌山県和歌山市鳴神122-12
株式会社　第一薬局　小雑賀 641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀726-8
株式会社　第一薬局　川永 649-6314 和歌山県和歌山市島234-7
株式会社　第一薬局　鳴神 640-8303 和歌山県和歌山市鳴神491-3
株式会社　第一薬局　和佐 640-8301 和歌山県和歌山市岩橋871-1
株式会社チカゾエ保険調剤薬局　グリーンライフ 640-8262 和歌山県和歌山市湊通丁北2丁目13　TKCビル1階
株式会社チカゾエ保険調剤薬局　六十谷　グリーンライフ 640-8482 和歌山県和歌山市六十谷222-38
紀伊調剤薬局 649-6331 和歌山県和歌山市北野306
紀北調剤薬局　なかのしま店 640-8392 和歌山県和歌山市中之島307-1
宮前薬局 641-0008 和歌山県和歌山市北中島1丁目71
銀明堂薬局 649-6331 和歌山県和歌山市北野517
銀明堂薬局　くすみ調剤 640-8461 和歌山県和歌山市船所29-6
銀明堂薬局　中之島店 640-8392 和歌山県和歌山市中之島772-15
銀明堂薬局　紀三井寺調剤 641-0012 和歌山県和歌山市紀三井寺539-5
銀明堂薬局　鳴神支店 640-8315 和歌山県和歌山市津秦3-32
銀明堂薬局　六十谷支店 640-8482 和歌山県和歌山市六十谷222-9
国道薬局 641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀3丁目1-16
山口薬局納定店 640-8344 和歌山県和歌山市納定60
秋葉山エス調剤薬局 641-0056 和歌山県和歌山市秋葉町2-18
小山薬局 640-8464 和歌山県和歌山市市小路403-6
城南薬局　古屋店 640-8435 和歌山県和歌山市古屋153-31
城南薬局　築港店 640-8287 和歌山県和歌山市築港3丁目22
城南薬局　東長町店 640-8235 和歌山県和歌山市東長町6丁目20　セイワビル１F-A
森の薬局　花山店 640-8322 和歌山県和歌山市秋月484
水田薬局さぎのもり 640-8057 和歌山県和歌山市鷺ノ森新道17
川本薬局 640-8453 和歌山県和歌山市木ノ本687-19
大陸薬局　園部店 640-8483 和歌山県和歌山市園部1133-1
大陸薬局　楠見支店 640-8463 和歌山県和歌山市楠見中15-13
中央薬局 649-6324 和歌山県和歌山市祢宜971-4
中央薬局小倉 649-6272 和歌山県和歌山市大垣内599
調剤薬局コスモス 640-8150 和歌山県和歌山市十三番丁38
調剤薬局ツルハドラッグ琴の浦店 641-0014 和歌山県和歌山市毛見928-6
調剤薬局ネットワーク  栄谷店 640-8441 和歌山県和歌山市栄谷164-24
調剤薬局ネットワーク  榎原店 640-8434 和歌山県和歌山市榎原204-20
調剤薬局ホンダ 640-0112 和歌山県和歌山市西庄1016
藤井薬局 640-8314 和歌山県和歌山市神前136-4
日本調剤九番丁薬局 640-8155 和歌山県和歌山市九番丁26
日本調剤和歌山西薬局 640-8435 和歌山県和歌山市古屋60
梅北薬局　紀ノ川店 640-8411 和歌山県和歌山市梶取1-32
福町調剤薬局 640-8043 和歌山県和歌山市福町36
保険調剤薬局コーワ 640-8341 和歌山県和歌山市黒田1丁目4-1
有限会社　河西薬局 640-8412 和歌山県和歌山市狐島243
有限会社　岩本薬局  ふじと台店 640-8451 和歌山県和歌山市中575-3　ふじと台駅前ビルエスタシオン４Ｆ
有限会社　岩本薬局  市駅前店 640-8203 和歌山県和歌山市東蔵前丁4　ファーストビル１Ｆ
有限会社　松本薬局 641-0055 和歌山県和歌山市和歌川町10-18
有限会社　松本薬局　旭橋店 641-0021 和歌山県和歌山市和歌浦東3-6-21
有限会社　松本薬局　西浜店 641-0036 和歌山県和歌山市西浜1026-1
有限会社　松本薬局　雄湊店 640-8238 和歌山県和歌山市網屋町96
和駅東調剤薬局 640-8341 和歌山県和歌山市黒田1丁目3-24
和歌山県薬剤師会おくすりセンター薬局 640-8033 和歌山県和歌山市本町2丁目1　フォルテワジマ５Ｆ
和修会　神前調剤薬局 640-8314 和歌山県和歌山市神前85-1
うつみ薬局 642-0032 和歌山県海南市名高243-4
黒江調剤薬局 642-0001 和歌山県海南市船尾215-3
セイムス海南名高薬局 642-0032 和歌山県海南市名高１５２－１
つくし薬局 642-0028 和歌山県海南市幡川187-18
有限会社　ヤマモト薬局 642-0032 和歌山県海南市名高537-9
わかば薬局 642-0021 和歌山県海南市井田146-4
あおぞら薬局 642-0032 和歌山県海南市名高179-5
ヒカタ薬局 642-0002 和歌山県海南市日方1521-6
みき薬局 642-0002 和歌山県海南市日方1290-66
ユーコー薬局 649-0141 和歌山県海南市下津町小南126-4
ユーコー薬局　海南 642-0031 和歌山県海南市築地1-58
ゆうゆう薬局 642-0018 和歌山県海南市重根東1-7-6
下津薬局 649-0101 和歌山県海南市下津町下津3066
株式会社　第一薬局　海南駅前 642-0032 和歌山県海南市名高531-4　Y.T.ビル１F北側
株式会社　第一薬局　日方 642-0002 和歌山県海南市日方1521-3
七山調剤薬局 640-0441 和歌山県海南市七山354-1
新町調剤薬局 642-0002 和歌山県海南市日方1272-51　新町ビル１Ｆ
調剤薬局ツルハドラッグ  温山荘前店 642-0001 和歌山県海南市船尾365-16
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調剤薬局ツルハドラッグ  海南駅前店 642-0032 和歌山県海南市名高555-7
平成薬局 642-0001 和歌山県海南市船尾266
保険調剤薬局　朝日　海南店 642-0032 和歌山県海南市名高507-4
アオイ薬局 649-7202 和歌山県橋本市高野口町伏原1043-1
ウェーブ薬局　紀伊山田店 648-0086 和歌山県橋本市神野々字大道南382-17
エバグリーン薬局　橋本店 648-0072 和歌山県橋本市東家6-343-2
大竹薬局 649-7205 和歌山県橋本市高野口町名倉200-2
おかむろ薬局 648-0073 和歌山県橋本市市脇1-65
キリン堂薬局　御幸辻店 648-0096 和歌山県橋本市御幸辻上栗坪１３７－１
グレープ薬局 648-0073 和歌山県橋本市市脇5丁目4-13
けやき薬局 648-0054 和歌山県橋本市城山台2丁目45-69
合資会社　玉清丹薬局 648-0064 和歌山県橋本市橋本2丁目2-17
コジマ調剤薬局 648-0073 和歌山県橋本市市脇4丁目7-6
コスモス薬局 648-0072 和歌山県橋本市東家4-12-6
ごんべえドリ薬局　紀見店 648-0052 和歌山県橋本市紀見字椿原591-1
ごんべえドリ薬局 648-0041 和歌山県橋本市清水512-13
さくら薬局　橋本高野口店 649-7203 和歌山県橋本市高野口町名古曽916-4
すだ小林薬局 648-0017 和歌山県橋本市隅田町中島18
すまいる薬局 648-0072 和歌山県橋本市東家一丁目367-5
そうごう薬局　高野口店 649-7205 和歌山県橋本市高野口町名倉186-1
玉清丹調剤薬局 648-0005 和歌山県橋本市小峰台2丁目12-41
森下薬局 648-0072 和歌山県橋本市東家4-18-15
薬局ボン・サンテ 648-0094 和歌山県橋本市三石台1丁目3-1
有限会社　いしい薬局 649-7205 和歌山県橋本市高野口町名倉272番1
ヨシダ薬局 648-0066 和歌山県橋本市胡麻生358-4
伊都薬局　小峰台 648-0005 和歌山県橋本市小峰台2丁目12-43
紀北薬局  おみね店 648-0005 和歌山県橋本市小峰台2丁目12-39
紀北薬局  このの店 648-0086 和歌山県橋本市神野々1107-6
橋本うめ薬局 648-0005 和歌山県橋本市小峰台2-12-40
三宝堂薬局 649-7205 和歌山県橋本市高野口町名倉392-11
大谷薬局 648-0065 和歌山県橋本市古佐田一丁目3-17
調剤薬局ショウワ　しらさぎ台店 648-0053 和歌山県橋本市しらさぎ台12-9
調剤薬局ショウワ　東家店 648-0073 和歌山県橋本市市脇1丁目1-27　１F
保険調剤ハーブ薬局 649-7202 和歌山県橋本市高野口町伏原188-1
アーク薬局 649-0317 和歌山県有田市古江見180-4
アリダ薬局 649-0311 和歌山県有田市辻堂626
エース薬局　みのしま店 649-0303 和歌山県有田市新堂55-1
エバグリーン薬局　デリシャス有田店 649-0316 和歌山県有田市宮崎町123-1
ガトウ薬局 649-0316 和歌山県有田市宮崎町7-2
さくら薬局 649-0433 和歌山県有田市宮原町須谷535-1
サハラ薬局 649-0304 和歌山県有田市箕島93-4
中野薬局 649-0304 和歌山県有田市箕島873-3
やよい堂薬局　アリダ店 649-0422 和歌山県有田市糸我町西560-1
下津薬局　初島店 649-0307 和歌山県有田市初島町里1704
橋爪薬局 649-0304 和歌山県有田市箕島444
初島薬局 649-0306 和歌山県有田市初島町浜1312-3
Yamashita　Pharmacy 644-0023 和歌山県御坊市名田町野島1-6
アイム薬局 ごぼう ひだか店 644-0002 和歌山県御坊市薗３８１－１０
アイン薬局  御坊店 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部726-8
サン・ハート薬局　御坊店 644-0002 和歌山県御坊市薗97-4
阪神調剤薬局　和歌山御坊店 644-0002 和歌山県御坊市薗96-1
ひなた薬局 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部221-11
ひょうたん印の薬局 664-0012 和歌山県御坊市湯川町小松原530-5
薬局スーパードラッグキリン　御坊国道店 644-0002 和歌山県御坊市薗38-1
オレンジ薬局 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部721-2
しらい薬局 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部521-7
なんかい薬局 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部717-1
メディカルステーション　そのてつ薬局 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部636-2
わかば薬局 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部722-5
株式会社　薗徹薬局 644-0001 和歌山県御坊市御坊121
喜多芳雲堂薬局 644-0001 和歌山県御坊市御坊240
古久保薬局 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部661-7
幸生堂薬局 649-1342 和歌山県御坊市藤田町吉田627
大堀薬局 644-0002 和歌山県御坊市薗156-4
薬局スーパードラッグキリン 御坊店 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部1053-1
有限会社　北野薬局 644-0002 和歌山県御坊市薗244
戎薬局　明洋店 646-0062 和歌山県田辺市明洋2-17-3
株式会社くまの薬局 明洋店 646-0062 和歌山県田辺市明洋一丁目19番18号
かるがも薬局　田辺店 646-0027 和歌山県田辺市朝日ヶ丘13-1　朝日ヶ丘センタービル103号
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切目屋調剤薬局　上屋敷支店 646-0036 和歌山県田辺市上屋敷1丁目9-1
くちい薬局 646-0021 和歌山県田辺市あけぼの45-5
さくらの薬局　鮎川支店 646-1101 和歌山県田辺市鮎川565-1
さくらの薬局　上の山支店 646-0061 和歌山県田辺市上の山1-14-33
サンライトげんき薬局 あきづ店 646-0005 和歌山県田辺市秋津町189-35
センザキ薬局 646-0028 和歌山県田辺市高雄1丁目14-34
ダック調剤薬局 646-0028 和歌山県田辺市高雄1丁目22-16
ダック調剤薬局　あいづ店 646-0004 和歌山県田辺市下万呂67-8
とらや薬局 646-0061 和歌山県田辺市上の山2-30-17
とらや薬局　目良店 646-0058 和歌山県田辺市目良31-9
ナリタ薬局 646-0038 和歌山県田辺市末広町17-24
はな薬局田辺店 646-0003 和歌山県田辺市中万呂６１－５
ヒロセ調剤薬局 646-0028 和歌山県田辺市高雄3丁目12-8
プライム薬局　三栖店 646-0216 和歌山県田辺市下三栖1257-7
プライム薬局　田辺店 646-0014 和歌山県田辺市新万23-14-2
みなと薬局 646-0031 和歌山県田辺市湊34-25
株式会社　くまの薬局 647-1731 和歌山県田辺市本宮町本宮256-1
紀南病院前会営調剤薬局 646-0011 和歌山県田辺市新庄町225-160
松屋薬局 646-0025 和歌山県田辺市神子浜2丁目21-21
切目屋調剤薬局 646-0014 和歌山県田辺市新万23-14-1
切目屋調剤薬局　下三栖岩屋支店 646-0216 和歌山県田辺市下三栖岩屋1483-23
切目屋調剤薬局　神島台支店 646-0012 和歌山県田辺市神島台3-8
切目屋調剤薬局　中屋敷支店 646-0035 和歌山県田辺市中屋敷町68-4
調剤薬局花みかん　てんてん店 646-0015 和歌山県田辺市たきない町28-33
調剤薬局花みかん　はるる店 646-0029 和歌山県田辺市東陽26-3
田辺会営調剤薬局 646-0015 和歌山県田辺市たきない町21-22
楠本薬局 646-0005 和歌山県田辺市秋津町102-8
薬局スーパードラッグキリン 万呂店 646-0004 和歌山県田辺市下万呂418
薬局スーパードラッグキリン田辺東山店 646-0022 和歌山県田辺市東山2-27-17
有限会社  紀南薬局 646-0031 和歌山県田辺市湊15-5
有限会社　ウエムラ薬局 646-0029 和歌山県田辺市東陽34-3
有限会社　出嶋薬局  たきない店 646-0015 和歌山県田辺市たきない町20-8
和み調剤薬局 646-0038 和歌山県田辺市末広町17-14
あおい薬局 647-0043 和歌山県新宮市緑ヶ丘3-1-3
あまね薬局 647-0043 和歌山県新宮市緑ヶ丘2-2-56
オリーブ薬局 647-0052 和歌山県新宮市橋本1-7-2
オレンジ薬局　新宮店 647-0018 和歌山県新宮市仲之町2丁目3-2
かりん薬局 647-0042 和歌山県新宮市下田2-3-50
じねん堂 松村薬局 647-0071 和歌山県新宮市佐野975-5
すみれ調剤薬局 647-0081 和歌山県新宮市新宮547-1
セイムス新宮緑ヶ丘薬局 647-0043 和歌山県新宮市緑ヶ丘1-10-63
ひかり調剤薬局　いのさわ店 647-0045 和歌山県新宮市井の沢11-13
聖薬局　新宮店 647-0072 和歌山県新宮市蜂伏20-24
モーリ薬局 647-0015 和歌山県新宮市千穂1-1-56
リリーフ薬局　くろしお店 647-0061 和歌山県新宮市三輪崎1956-10
吉田薬局 647-0061 和歌山県新宮市三輪崎2-2-23
有限会社　新宮薬剤師会会営薬局 647-0072 和歌山県新宮市蜂伏14-19
緑ヶ丘薬局 647-0043 和歌山県新宮市緑ヶ丘1-8-43
エール薬局 649-6417 和歌山県紀の川市西大井211-2
きぼう薬局　粉河店 649-6531 和歌山県紀の川市粉河3-2
コスモファーマ薬局  井ノ口店 640-0424 和歌山県紀の川市貴志川町井ノ口1576-1
コスモファーマ薬局  丸栖店 640-0401 和歌山県紀の川市貴志川町丸栖652
さくら薬局 649-6631 和歌山県紀の川市名手市場303-2
ジップドラッグ　長山薬局 640-0416 和歌山県紀の川市貴志川町長山245-1
そうごう薬局　紀の川粉河店 649-6531 和歌山県紀の川市粉河451-11
そうごう薬局　紀の川打田店 649-6414 和歌山県紀の川市打田1415-4
タカダ薬局 649-6631 和歌山県紀の川市名手市場115
田端薬局 649-6414 和歌山県紀の川市打田1241
調剤薬局ツルハドラッグ粉河店 649-6531 和歌山県紀の川市粉河941-1
データボックス薬局 649-6414 和歌山県紀の川市打田1296-5
バイオレット調剤薬局 649-6422 和歌山県紀の川市花野496-24
みふく薬局 649-6122 和歌山県紀の川市桃山町元361-1
みふく薬局　粉河店 649-6531 和歌山県紀の川市粉河420-2
ヤスイ薬局 649-6425 和歌山県紀の川市中井阪204-1
ローズ調剤薬局 649-6406 和歌山県紀の川市北大井198-8
株式会社　調剤薬局ホンダ　貴志川店 640-0401 和歌山県紀の川市貴志川町丸栖1420
紀北薬局  うちた店 649-6414 和歌山県紀の川市打田1340-5
金尾製薬株式会社薬局部 649-6531 和歌山県紀の川市粉河845
銀明堂薬局　打田国道店 649-6416 和歌山県紀の川市上野77-3
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銀明堂薬局　打田支店 649-6416 和歌山県紀の川市上野14-7
銀明堂薬局　東国分支店 649-6428 和歌山県紀の川市東国分430-5
松浦薬局 649-6531 和歌山県紀の川市粉河984
日本調剤　紀の川薬局 649-6414 和歌山県紀の川市打田1343-1
粉河本町薬局 649-6531 和歌山県紀の川市粉河2184
名手駅前薬局 649-6631 和歌山県紀の川市名手市場116
薬局紀佂 649-6414 和歌山県紀の川市打田19-11
有限会社ファミリー薬局 640-0416 和歌山県紀の川市貴志川町長山277-210
あおば薬局 649-6256 和歌山県岩出市金池390-1　グリーンヒル金池101
ウエルシア薬局　岩出中黒店 649-6248 和歌山県岩出市中黒546
エール薬局岩出店 649-6246 和歌山県岩出市吉田305
エコ薬局　岩出店 649-6223 和歌山県岩出市高塚65-8
エバグリーン薬局　岩出高塚店 649-6223 和歌山県岩出市高塚188-1
コスモス薬局 649-6248 和歌山県岩出市中黒526-4
サンドラッグフォレストモール岩出薬局 649-6215 和歌山県岩出市中迫147
ジップドラッグ東洋岩出薬局 649-6216 和歌山県岩出市野上野98-3
タケベ薬局 649-6227 和歌山県岩出市清水380-6
テラウチ薬局　岩出国道店 649-6215 和歌山県岩出市中迫138－1
テラウチ薬局　岩出中央店 649-6215 和歌山県岩出市中迫557-1
テラウチ調剤薬局　岩出店 649-6215 和歌山県岩出市中迫275-9
テラウチ薬局　上岩出店 649-6216 和歌山県岩出市野上野64-1
なぎさ薬局 649-6248 和歌山県岩出市中黒243-3
ゆうあい薬局 649-6231 和歌山県岩出市川尻54-1
ユニバーサル薬局 649-6232 和歌山県岩出市荊本41-5
ローズマリー薬局 649-6255 和歌山県岩出市西安上字林前62番地3
岩出メディカルタウン調剤薬局 649-6246 和歌山県岩出市吉田411-1
銀明堂薬局　ねごろ支店 649-6202 和歌山県岩出市根来15
山路薬局　岩出店 649-6205 和歌山県岩出市森294
日本調剤小畑薬局 640-1141 和歌山県海草郡紀美野町小畑60-1
マエダ薬局 640-1131 和歌山県海草郡紀美野町動木29-3
日本調剤　紀美野薬局 640-1141 和歌山県海草郡紀美野町小畑96-1
大竹薬局　妙寺店 649-7113 和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺919-4
カメリア調剤薬局 649-7173 和歌山県伊都郡かつらぎ町大谷1254-1
ごんべえドリ薬局　かつらぎ店 649-7161 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東97-2
さくら薬局　伊都笠田東店 649-7161 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東174-4
フロンティア薬局　かつらぎ店 649-7113 和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺184-5
メイプル薬局 649-7161 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東225-6
ヨシダ薬局 649-7113 和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺439-12
株式会社　中谷薬局 649-7114 和歌山県伊都郡かつらぎ町西飯降3-12
三平薬局　かつらぎ 649-7174 和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野1008-4
さくら薬局　伊都九度山店 648-0101 和歌山県伊都郡九度山町九度山788-4　メゾンプラクミン１Ｆ
三平薬局 648-0101 和歌山県伊都郡九度山町九度山1616
こうや総合調剤薬局 648-0211 和歌山県伊都郡高野町高野山636
順敬堂薬局 648-0211 和歌山県伊都郡高野町高野山723
ヒラノ薬局 648-0211 和歌山県伊都郡高野町高野山730
アリダ薬局　湯浅店 643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅905-3
エバグリーン薬局　吉備店 643-0032 和歌山県有田郡有田川町天満562
小野田薬局 643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅968
かもめ薬局 643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅135-10
そまの薬局 643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅935-1
たちばな薬局 643-0071 和歌山県有田郡広川町広272-1
アイリス調剤薬局 643-0152 和歌山県有田郡有田川町金屋91-2
イケナガ薬局 643-0801 和歌山県有田郡有田川町徳田215-1
オレンジ調剤薬局 643-0811 和歌山県有田郡有田川町庄31-178
ヒラオ薬局 643-0152 和歌山県有田郡有田川町金屋722-1
モリ薬局 643-0811 和歌山県有田郡有田川町庄34
やよい堂薬局有田川店 643-0032 和歌山県有田郡有田川町天満390-1
金屋調剤薬局 643-0801 和歌山県有田郡有田川町徳田159-1
栗生調剤薬局 643-0366 和歌山県有田郡有田川町粟生542-5
天満薬局 643-0032 和歌山県有田郡有田川町天満679
ゴボウ薬局　　美浜店 644-0041 和歌山県日高郡美浜町田井544-1
みさお薬局 644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田1138-185
三ツ星薬局 644-0043 和歌山県日高郡美浜町吉原261
日高会営調剤薬局 644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田1138-341
みかん薬局 649-1211 和歌山県日高郡日高町荊木562-1
北出薬局 649-1234 和歌山県日高郡日高町比井650
あい薬局 649-1111 和歌山県日高郡由良町里349-1
そうごう薬局　印南店 649-1527 和歌山県日高郡印南町島田1164番1
古川薬局 649-1534 和歌山県日高郡印南町印南3148-3
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はあと薬局 645-0021 和歌山県日高郡みなべ町東本庄579-2
まちかど薬局　みなべ店 645-0004 和歌山県日高郡みなべ町埴田1574-8
みなべ川薬局 645-0024 和歌山県日高郡みなべ町徳蔵155-6
幸生堂薬局 645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝503
池田薬局 645-0005 和歌山県日高郡みなべ町南道50
そうごう薬局　川辺店 649-1324 和歌山県日高郡日高川町土生160-4の内
アイム薬局 649-2201 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2792-5
アトム調剤薬局 649-2201 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田765-1
サカエ薬局 649-2332 和歌山県西牟婁郡白浜町栄732-4
さんばし薬局 649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1063-15
しらら調剤薬局 649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1404-4
幸生堂薬局 649-2511 和歌山県西牟婁郡白浜町日置981
下地薬局 649-2326 和歌山県西牟婁郡白浜町椿105
上西薬局 649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町2184
調剤薬局花みかん　たらちね店 649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町3110-4
（有）出嶋調剤薬局 649-2105 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来795-5
（有）出嶋薬局  駅前店 649-2105 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来1338-1
（有）出嶋薬局  朝来店 649-2105 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来995-6
オードラッグスーパーセンター上富田薬局 649-2105 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来154-1
ケイ・ユー薬局 649-2102 和歌山県西牟婁郡上富田町岩田2432-4
さくらの薬局 649-2107 和歌山県西牟婁郡上富田町市ノ瀬2504-57
プライム薬局　上富田店 649-2102 和歌山県西牟婁郡上富田町岩田1774-1
ポプラ調剤薬局 649-2102 和歌山県西牟婁郡上富田町岩田1903-7
調剤薬局花みかん　すくま店 649-2103 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬405-2
セイムス那智勝浦朝日薬局 649-5332 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町朝日1-221
なごみ薬局 649-5332 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町朝日1-61
はまぐち薬局 649-5312 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町宇久井299-2
みらい薬局 649-5332 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町朝日1-81
加治薬局　天満店 649-5331 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満703-3
貴船薬局　天満店 649-5331 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満1595-20
天使の空薬局　下里店 649-5142 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町下里801-6
太地薬局 649-5171 和歌山県東牟婁郡太地町太地3053-10
さんご薬局 649-3510 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台691-7
サンライトげんき薬局 649-3503 和歌山県東牟婁郡串本町串本1791-1
ひがし薬局 649-4116 和歌山県東牟婁郡串本町中湊495
みさき薬局 649-4114 和歌山県東牟婁郡串本町上野山209
中根薬局 649-3503 和歌山県東牟婁郡串本町串本2098
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