２４時間対応薬局リスト ２０１６年４月版
薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

岩国市

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

コスモス薬局（連繋)
岩国市麻里布町３－１－２７

0827-22-2940
(0827-22-2944)

あい薬局（単独)
岩国市周東町下久原１０２３－７

0827-83-1888
(0827-83-1887)

こぶし薬局（連繋)
岩国市山手町１－１０－３

0827-24-4178
(0827-24-4178)

あすか薬局（連繋)
岩国市麻里布町５－３－１６

0827-24-3283
(0827-28-2055)

ころころ薬局（連繋)
岩国市今津町３－１５－９－１

0827-30-1160
(0827-30-1161)

㈲あすなろ のぞみ薬局（単独)
岩国市通津３７０９

0827-38-2678
(0827-38-2678)

白鳩薬局（単独)
岩国市中津町２－２４－１１

0827-24-2211
(0827-24-0033)

いちご薬局（単独)
岩国市南岩国町２－７７－２２

0827-34-1110
(0827-32-6776)

シロモト薬局（連繋)
岩国市中津町１－２３－３４

0827-23-0133
(0827-23-0133)

いちご薬局 青葉店（連繋)
岩国市保津町２－４－５０

0827-39-1588
(0827-39-1589)

水西薬局（連繋)
岩国市川西２－７－４９

0827-44-0200
(0827-44-0201)

いちご薬局 本町店（連繋)
岩国市玖珂町５９５１

0827-81-1515
(0827-81-1516)

すずらん薬局（単独)
岩国市麻里布町３－５－３０

0827-22-1193
(0827-23-1193)

いちご薬局 室の木店（連繋)
岩国市室の木町５－１０－１３

0827-21-1515
(0827-21-1526)

㈱成和薬局（単独)
岩国市麻里布町１－３－４

0827-23-1531
(0827-23-1660)

岩国薬剤師会会営薬局（２４時間営業)
岩国市室の木町３－６－１３

0827-23-3422
(0827-23-7978)

㈱成和薬局 尾津支店（単独)
岩国市尾津町２－１８－５

0827-32-4797
(0827-31-4489)

うしのや調剤薬局（単独)
岩国市牛野谷町３－３９－１８

0827-31-2676
(0827-31-2676)

成和薬局 高水前店（単独)
岩国市尾津町２－２３－１３

0827-32-1147
(0827-32-1125)

オダ薬局（連繋)
岩国市元町４－１－１５

0827-21-0088
(0827-21-0187)

センター薬局（２４時間営業)
岩国市愛宕町１－１－３

0827-35-5000
(0827-35-5100)

オダ薬局 山手店（単独)
岩国市山手町２－１８－１０

0827-23-6737
(0827-23-7164)

そうごう薬局 中津町店（単独)
岩国市中津町１－１９－１７中津・サ
ンフラワー１０３

0827-21-0281
(0827-21-0282)

おづ薬局（連繋)
岩国市尾津町１－１２－２７

0827-34-0606
(0827-34-0606)

たかもり薬局（単独)
岩国市周東町下久原２４８１－３

0827-83-0231
(0827-83-0232)

おひさま薬局（連繋)
岩国市御庄３－１０２－１９

0827-45-1700
(0827-45-1701)

たんぽぽ薬局（連繋)
岩国市山手町１－２２－２３

0827-30-1700
(0827-30-1701)

オリーブ薬局 愛宕山店（単独)
岩国市尾津町２－１０－２２

0827-35-5080
(0827-35-5081)

つしみ薬局（連繋)
岩国市麻里布町６－７－２４

0827-23-6300
(0827-23-4368)

㈲回生堂薬局（単独)
岩国市中津町１－２４－１４

0827-22-2827
(0827-24-4127)

㈲つばさ薬局（単独)
岩国市中津町２－１４－２

0827-21-2839
(0827-21-2839)

きぼう堂薬局（単独)
岩国市山手町１－２－６

0827-24-6661
(0827-24-6662)

菜のはな薬局（連繋)
岩国市麻里布町３－６－９

0827-29-2618
(0827-29-2628)

錦帯橋薬局（連繋)
岩国市岩国４－７－２２

0827-43-4588
(0827-43-5822)

並木薬局（単独)
岩国市錦見６－１－１０

0827-44-3500
(0827-44-3511)

車町薬局（単独)
岩国市車町２－１２－４５

0827-24-5400
(0827-24-5401)

にこにこ薬局（連繋)
岩国市南岩国町４－５９－２３

0827-32-7877
(0827-32-7866)

㈲健成薬局（単独)
岩国市岩国１－２０－５０

0827-41-2082
(0827-41-2083)

錦見薬局（単独)
岩国市錦見１－１３－１１－２

0827-43-0155
(0827-43-4422)

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

はなみずき薬局（単独)
岩国市尾津町２－１４－５１冨士美荘
１０１

0827-31-0600
(0827-31-0366)

浜安薬局（単独)
岩国市昭和町１－１９－７

0827-21-5382
(0827-22-3973)

いしはら薬局（単独)
柳井市東土手１５－３

0820-23-3331
(0820-23-3332)

ひかる薬局 周東店（単独)
岩国市周東町下久原２４１０－２

0827-84-5553
(0827-83-1300)

イシマル薬局 柳井店（単独)
柳井市柳井１９０８－５

0820-24-6605
(0820-24-6606)

ひまわり薬局（連繋)
岩国市平田４－１６－３３

0827-32-7588
(0827-32-7348)

いぶき薬局（連繋)
柳井市南町１－１１－４

0820-24-1250
(0820-24-1251)

㈲美川薬局（単独)
岩国市美川町南桑２４０９－２

0827-77-5005
(0827-77-5006)

大才薬局（単独)
柳井市中央１－４－１５

0820-23-3489
(0820-23-1104)

㈲三樹まこと薬局（単独)
岩国市今津町４－１４－１１

0827-24-6887
(0827-24-6887)

おおばたけ薬局（単独)
柳井市大畠９０６

0820-45-2622
(0820-45-2633)

みき薬局（単独)
岩国市錦見６－１３－１０

0827-43-3051
(0827-44-3056)

きたに薬局（単独)
柳井市柳井５０３６－３－２

0820-23-5964
(0820-23-5323)

みどり薬局（単独)
岩国市今津町１－１５－２７

0827-23-0799
(0827-23-0799)

こがね町薬局（単独)
柳井市中央２－５－７

0820-22-8989
(0820-22-8939)

南岩国薬局（連繋)
岩国市南岩国町１－３０－１６

0827-32-7711
(0827-32-2144)

シクマ薬局（単独)
柳井市ニュータウン南町２０

0820-24-3800
(0820-24-3801)

みわ薬局（単独)
岩国市美和町佐坂３７１－４

0827-95-0055
(0827-95-0056)

しらかべ薬局（単独)
柳井市伊保庄５６２－１

0820-27-5881
(0820-27-5882)

元町薬局（単独)
岩国市元町２－１－１７

0827-22-0022
(0827-22-0033)

しんえい薬局（単独)
柳井市天神１６－８

0820-23-0389
(0820-23-8916)

森橋薬局（単独)
岩国市麻里布町２－９－３０

0827-21-8465
(0827-21-8460)

㈲すみれ薬局（連繋)
柳井市中央３－１４－２

0820-24-5187
(0820-24-5188)

山手ハート薬局（単独)
岩国市山手町１－１１－２４

0827-29-1193
(0827-29-1193)

中央薬局（単独)
柳井市南町７－２－１

0820-25-0500
(0820-25-0700)

やまて薬局（連繋)
岩国市山手町２－１８－１３

0827-29-2626
(0827-29-2627)

つばさ薬局（連繋)
柳井市中央１－８－１８

0820-24-3283
(0820-22-1283)

㈲由宇中央薬局（単独)
岩国市由宇町由宇崎５－３

0827-63-3941
(0827-63-3941)

トータス薬局 柳井店（単独)
柳井市柳井１５４８－９

0820-25-0089
(0820-24-5589)

横町薬局（単独)
岩国市由宇町中央１－１０－１６

0827-62-1155
(0827-63-6000)

ハート薬局（単独)
柳井市新庄築出２１－５９

0820-22-3889
(0820-22-3885)

りぼん薬局（単独)
岩国市玖珂町５５８－７

0827-81-1850
(0827-81-1851)

ハート薬局 沖原店（単独)
柳井市新庄１５２９－４

0820-23-6689
(0820-23-8915)

㈲渡辺薬局（単独)
岩国市今津町４－３－２

0827-21-5188
(0827-21-5180)

ハート薬局 南町店（単独)
柳井市南町６－１４－１

0820-23-6089
(0820-23-0464)

ひかる薬局（単独)
柳井市南浜１－８－６

0820-24-5571
(0820-24-5570)

やない薬局（単独)
柳井市古開作１０００－７

0820-24-5500
(0820-24-5501)

柳町薬局（単独)
柳井市中央１－１０－１４

0820-23-1389
(0820-23-1103)

玖珂郡和木町
かわち薬局（連繋)
玖珂郡和木町和木２－８－１９

0827-52-6288
(0827-52-0387)

ワキ薬局（連繋)
玖珂郡和木町和木３－１－８

0827-53-3392
(0827-53-6352)

柳井市

薬局名（対応タイプ）
住所
わかば薬局（単独)
柳井市南町４－２－１５

電話番号
（FAX番号）
0820-24-2525
(0820-24-2526)

大島郡周防大島町
久賀薬局（単独)
大島郡周防大島町大字久賀５３８１
の７

0820-79-0918
(0820-79-0919)

さくら薬局（単独)
大島郡周防大島町大字土居横田７６
４－４

0820-73-1118
(0820-73-1119)

ふじたに薬局（単独)
大島郡周防大島町小松５５６－３

0820-74-4528
(0820-74-4550)

みかん薬局（単独)
大島郡周防大島町大字土居８５１－
２

0820-73-0270
(0820-73-0271)

熊毛郡上関町
花のまち上関薬局（単独)
熊毛郡上関町室津５５２－９

0820-62-0073
(0820-62-0093)

熊毛郡田布施町
城南薬局（単独)
熊毛郡田布施町大字宿井１０２９－１
４

0820-51-1205
(0820-51-1206)

日之出薬局（連繋)
熊毛郡田布施町大字下田布施７０４
－１

0820-52-5022
(0820-52-5032)

熊毛郡平生町

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

アツミ薬局（連繋)
周南市西松原３－６－４５

0834-31-0652
(0834-34-3255)

アトム薬局（連繋)
周南市桶川町５－２１

0834-64-2158
(0834-64-2159)

石丸薬局（連繋)
周南市若宮町２－７

0834-21-3655
(0834-21-3665)

石丸薬局 周陽店（連繋)
周南市周陽２－１－３－１０５

0834-28-4050
(0834-28-8863)

えきまえ薬局（連繋)
周南市有楽町２３

0834-34-8620
(0834-34-8621)

御弓町薬局（単独)
周南市大字徳山字上御弓町４１８６
－５

0834-22-3411
(0834-22-3412)

オリーブ薬局 徳山中央店（単独)
周南市二番町１－４－３

0834-33-8001
(0834-33-8002)

オリーブ薬局 呼坂店（単独)
周南市呼坂１－６

0833-92-1320
(0833-92-1330)

オレンジ薬局（連繋)
周南市清水町４－８－２

0834-27-0834
(0834-27-0835)

鹿野薬局（単独)
周南市大字鹿野下１２３３－１

0834-68-5050
(0834-68-5051)

亀屋薬局（単独)
周南市新町２－１５

0834-21-0569
(0834-32-8432)

菊川薬局（連繋)
周南市大字下上２０８７－１

0834-64-2038
(0834-64-2039)

きたに薬局（単独)
周南市呼坂３９０－１

0833-91-2370
(0833-91-2371)

あおぞら薬局（単独)
熊毛郡平生町大字平生村５５３－１１

0820-57-3378
(0820-57-3375)

銀座薬局（単独)
周南市銀座２－２７

0834-39-6403
(0834-39-6404)

オリーブ薬局 平生店（単独)
熊毛郡平生町大字平生町字角浜５６
９－１

0820-25-3315
(0820-25-3316)

くまげ薬局（単独)
周南市大字呼坂８３８－１

0833-92-3333
(0833-92-3335)

周東薬局（単独)
熊毛郡平生町大字平生村７６５－２

0820-57-3700
(0820-57-3600)

久米調剤薬局（単独)
周南市久米２８８７－３

0834-36-1155
(0834-36-1177)

ひかる薬局 平生店（連繋)
熊毛郡平生町大字佐賀森ノ上２２８７
の３

0820-58-1193
(0820-58-1195)

クメ・ファーマシー（連繋)
周南市久米秋本２８００－１４

0834-28-6795
(0834-28-6840)

ひらお薬局（連繋)
熊毛郡平生町横土手２０９－１

0820-56-7878
(0820-56-0033)

蔵田薬局（単独)
周南市清水１－１０－１

0834-62-2733
(0834-62-2852)

光星薬局（単独)
周南市古川町９－６

0834-63-8522
(0834-63-8527)

小西薬局（単独)
周南市銀座１－７

0834-21-0641
(0834-21-1612)

桜田薬局（単独)
周南市戸田２７９７

0834-82-0009
(0834-82-0009)

周南市
アイプラス調剤薬局 東山店（連繋)
周南市東山町２－３

0834-34-8593
(0834-34-8594)

あい薬局 徳山店（単独)
周南市河東町８－３

0834-34-5757
(0834-33-2171)

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

さくら薬局（単独)
周南市川端町２－１－１

0834-22-0552
(0834-22-0652)

古川薬局（単独)
周南市川手１－７－１６

0834-64-2288
(0834-64-2289)

サルビア薬局（単独)
周南市政所２－１３－１３

0834-62-6526
(0834-62-6527)

宝迫薬局（連繋)
周南市本町２－３

0834-21-2623
(0834-21-2344)

神女薬局（単独)
周南市久米東神女３２００－５

0834-26-2490
(0834-26-2484)

まちだ薬局（単独)
周南市花畠町４－５

0834-22-4655
(0834-22-4656)

新南陽薬局（連繋)
周南市政所２－５－２７

0834-62-5116
(0834-62-5366)

㈲水上薬局（単独)
周南市新町２－９－３

0834-21-0038
(0834-21-0068)

すぎのこ薬局（単独)
周南市須々万本郷３５６－４８

0834-88-1900
(0834-88-1901)

緑町薬局（単独)
周南市緑町３－３８

0834-22-5601
(0834-22-5640)

セガミ薬局 河東店（単独)
周南市河東町９－２２

0834-22-9206
(0834-22-9207)

宮の前薬局（連繋)
周南市宮の前２－６－２０

0834-64-6550
(0834-64-6555)

セガミ薬局 太華店（単独)
周南市桜木３－１－２４

0834-36-1115
(0834-36-1116)

代々木薬局（連繋)
周南市栄町１－５－１

0834-22-2040
(0834-32-6120)

セガミ薬局 政所店（連繋)
周南市政所３－５－２７

0834-62-7000
(0834-62-7080)

レモン薬局（連繋)
周南市弥生町２－８

0834-34-3367
(0834-34-3757)

そうごう薬局周南大河内店（連繋)
周南市大河内２５６－８

0833-91-0999
(0833-91-6955)

第一薬局 糀町店（連繋)
周南市糀町２－２３

0834-27-6765
(0834-27-6763)

あおい薬局（単独)
下松市中市２－５－１０

0833-48-6777
(0833-48-6778)

大信薬局 徳山店（単独)
周南市新宿通１－１７

0834-34-8950
(0834-34-8952)

石丸薬局 末武店（連繋)
下松市望町１－９－１１

0833-45-1400
(0833-45-1401)

高橋薬局（単独)
周南市緑町１－５３－２

0834-32-2348
(0834-32-1224)

いとう薬局（連繋)
下松市美里町４－６－２４

0833-43-5345
(0833-43-5567)

トマト薬局（連繋)
周南市大内町１０－１０

0834-28-5993
(0834-28-5990)

下松中央調剤薬局（連繋)
下松市大手町２－８－１５

0833-41-1885
(0833-41-9225)

とんだ薬局（単独)
周南市桶川町５－１６

0834-61-3311
(0834-61-3322)

くるみ薬局（単独)
下松市末武下３８１－４

0833-48-8963
(0833-48-8813)

なの花薬局（単独)
周南市二番町４１３３

0834-22-0430
(0834-22-4300)

クローバー薬局（連繋)
下松市大手町２－６－１１

0833-41-3869
(0833-41-3937)

乗兼薬局（単独)
周南市岐南町１０－７

0834-32-1615
(0834-32-1618)

健栄薬局（連繋)
下松市大手町２－５－１６

0833-48-3010
(0833-48-3011)

ひの木薬局（単独)
周南市若宮町１－４３－２

0834-31-8558
(0834-31-8570)

こいじ薬局（単独)
下松市大字河内１０５１－５

0833-47-2220
(0833-47-2221)

ひまわり薬局（連繋)
周南市代々木通２－２５

0834-32-3692
(0834-32-7724)

昭和通薬局（連繋)
下松市大字西豊井字殿ヶ浴６４３

0833-45-5799
(0833-45-5900)

ひまわり薬局 大神店（連繋)
周南市大神４－１１－３

0834-34-6225
(0834-34-6228)

末武薬局（単独)
下松市瑞穂町２－２０－１０

0833-43-5490
(0833-43-5491)

福川薬局 新地店（連繋)
周南市新地町１２－３５

0834-33-8383
(0834-63-8849)

セブン薬局 東町店（連繋)
下松市末武上東町１２３８

0833-48-9477
(0833-48-9478)

フラワー薬局（単独)
周南市富田２－７－８

0834-63-2256
(0834-63-2311)

そうごう薬局 下松中央店（単独)
下松市古川町３－５－２

0833-44-3831
(0833-44-3832)

下松市

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

みつい中央薬局（単独)
光市中央２－１２－１２

0833-74-2489
(0833-74-2382)

むさし薬局（連繋)
光市大字岩田小池東９７８－３

0820-48-8800
(0820-48-8801)

室積薬局（単独)
光市室積大町２２－１６

0833-78-1101
(0833-78-1104)

やまと薬局（単独)
光市大字岩田２４８１－１

0820-48-5511
(0820-48-5512)

レインボー薬局（連繋)
光市浅江３－１７－２０

0833-74-0711
(0833-74-0712)

そうごう薬局 下松店（単独)
下松市中央町２１－３ザ・モール周南
４Ｆ

0833-44-3467
(0833-44-3466)

ところだ薬局（連繋)
下松市西豊井７４０－１３

0833-48-8080
(0833-48-8070)

ひまわり薬局 下松店（連繋)
下松市望町５－４－８

0833-48-4567
(0833-48-4568)

ファーマシーイシマル 東陽店（連繋)
下松市東陽４－２１－５

0833-46-3521
(0833-46-3522)

北斗調剤薬局（連繋)
下松市北斗町９－２３

0833-41-4081
(0833-41-9190)

星薬局（連繋)
下松市大手町１－４－２２

0833-41-7733
(0833-41-9744)

美里薬局（連繋)
下松市美里町４－１０－２７

0833-48-8391
(0833-48-8392)

家本薬局（連繋)
防府市大字田島１０３２

0835-26-3000
(0835-26-3003)

ミント薬局（単独)
下松市大字西豊井１４５２－２

0833-48-0091
(0833-48-0092)

いくも薬局 戎町店（連繋)
防府市戎町１－６－１１

0835-24-5671
(0835-24-5113)

ゆうき薬局（連繋)
下松市青柳１－３－１

0833-48-7103
(0833-48-6313)

いくも薬局 大道店（単独)
防府市大字台道４１２－５

0835-33-1125
(0835-33-1123)

いくも薬局 天神店（連繋)
防府市上天神町３－２０

0835-28-7474
(0835-28-7529)

いくも薬局 八王子店（連繋)
防府市八王子２－１１－１９

0835-27-0088
(0835-27-0089)

石が口薬局（連繋)
防府市石が口２－２－３７

0835-26-6300
(0835-26-6301)

いちのみや薬局 伊佐江店（連繋)
防府市桑南２－１４－１６

0835-27-5588
(0835-27-5589)

いちのみや薬局 植松店（連繋)
防府市大字植松５５９－１

0835-27-0030
(0835-27-0025)

いちのみや薬局 防府店（単独)
防府市華浦２－４－１８

0835-26-0551
(0835-26-0552)

えびす薬局（単独)
防府市八王子１－７－４

0835-26-5555
(0835-26-5556)

オーエス中関薬局（単独)
防府市大字田島５８７－６

0835-28-7481
(0835-28-7482)

大崎薬局（単独)
防府市大字大崎３９１－９

0835-25-0651
(0835-25-0652)

会営国分寺薬局（連繋)
防府市東松崎町４－２３

0835-38-2707
(0835-38-4365)

カワムラ薬局（連繋)
防府市三田尻２－８－６

0835-22-1319
(0835-24-5801)

藏田薬局（連繋)
防府市西仁井令２－２０－１７

0835-21-8159
(0835-21-8159)

光市
浅江薬局（単独)
光市浅江１－１７－２３

0833-72-7189
(0833-72-8269)

イシマル薬局（単独)
光市虹ヶ浜３－７－２５

0833-71-3435
(0833-71-2191)

医心堂薬局（単独)
光市大字岩田２３５６－４

0820-48-5815
(0820-48-5820)

いちご薬局 光店（単独)
光市島田２－４－３

0833-74-1577
(0833-74-1578)

オリーブ薬局 光店（単独)
光市虹ヶ浜３－１６－３０ランドマーク
虹ヶ浜１０２

0833-74-0080
(0833-74-0081)

かなえ薬局（連繋)
光市島田６－１３－２７

0833-74-0600
(0833-74-0603)

きりん薬局（連繋)
光市島田１－１－１６

0833-74-5112
(0833-71-7751)

小松薬局（単独)
光市光井３－７－３３

0833-72-7861
(0833-72-0872)

そうごう薬局 光店（連繋)
光市島田２－２１－３

0833-74-0891
(0833-74-0892)

そうごう薬局 三井店（単独)
光市三井６－１７－１７

0833-76-0600
(0833-77-1860)

ひまわり薬局 光店（連繋)
光市室積松原４－４

0833-75-0555
(0833-75-0556)

防府市

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

薬局名（対応タイプ）
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電話番号
（FAX番号）

寿町薬局（単独)
防府市寿町４－１７

0835-26-5535
(0835-26-5536)

山内漢方薬局（連繋)
防府市国衙４－３－４３

0835-25-1688
(0835-25-5674)

済生堂中央薬局（単独)
防府市中央町１－３

0835-24-5712
(0835-38-5412)

ヨシワラ薬局（連繋)
防府市大字新田７８３－３

0835-22-0597
(0835-22-0598)

佐波薬局（連繋)
防府市八王子１－２１－１２

0835-24-2055
(0835-24-6384)

椎木薬局（単独)
防府市大字西浦２０６８

0835-29-1107
(0835-29-2448)

あいお薬局（単独)
山口市秋穂東６２７９

083-984-0155
(083-984-0152)

㈲シブヤ薬局 下右田店（単独)
防府市大字大崎４５５－１

0835-25-8282
(0835-25-5193)

アイテル薬局 嘉川店（単独)
山口市嘉川１３６１－５

083-989-2433
(083-989-2434)

㈲シブヤ薬局 八王子店（単独)
防府市八王子２－６－１５

0835-24-8585
(0835-24-7676)

あかね薬局（連繋)
山口市緑町３－２６

083-921-7237
(083-921-7238)

新くわのやま薬局（単独)
防府市中央町９－４０

0835-25-1810
(0835-38-5828)

阿知須薬局（連繋)
山口市阿知須４２３９－４

0836-65-5454
(0836-65-5456)

しんでん薬局（単独)
防府市大字新田５８２－８

0835-28-3788
(0835-28-3755)

イケダ薬局（単独)
山口市阿知須４７９０－１０

0836-65-5433
(0836-65-5435)

そうごう薬局 防府駅南町店（連繋)
防府市駅南町８－３９

0835-26-6661
(0835-26-6662)

石川薬局（連繋)
山口市小郡下郷２２５８－１９

083-972-1262
(083-972-1262)

そうごう薬局 三田尻店（連繋)
防府市お茶屋町１０－２

0835-23-8111
(0835-23-8112)

㈲遠藤中央薬局 中河原支店（連繋)
山口市中河原町２－２５

083-928-2772
(083-928-2566)

多々良薬局（連繋)
防府市多々良２－５－４６

0835-26-1400
(0835-26-0140)

㈲遠藤中央薬局（連繋)
山口市道場門前１－３－１０

083-924-0090
(083-921-1900)

田中薬局（連繋)
防府市牟礼今宿２－４－３４

0835-38-2560
(0835-24-2489)

㈲遠藤中央薬局 下市店（連繋)
山口市下市町１１－６

083-921-0090
(083-932-6846)

天神薬局（単独)
防府市天神２－２－５

0835-26-5140
(0835-26-5141)

㈲遠藤中央薬局 湯田支店（連繋)
山口市元町２－２１

083-922-8948
(083-921-1901)

中関薬局（単独)
防府市大字田島４２５－９

0835-22-8030
(0835-21-8019)

オーエス黄金町薬局（単独)
山口市小郡黄金町１４－４

083-902-6325
(083-902-6326)

フェアリー薬局（単独)
防府市今市町２２－３

0835-20-2010
(0835-20-2011)

おおそら薬局（連繋)
山口市赤妻町３－７

083-932-0405
(083-932-7377)

フェリース薬局 松崎店（単独)
防府市南松崎町５－２４

0835-28-8767
(0835-28-9708)

オオタ薬局（単独)
山口市小郡新町４－２－１７

083-973-5508
(083-972-8289)

ヘイワ薬局 佐波店（連繋)
防府市佐波１－３－９

0835-24-8082
(0835-24-8082)

オオタ薬局 新町店（単独)
山口市小郡新町１－６－１０

083-972-7478
(083-972-2918)

ヘイワ薬局 新田店（連繋)
防府市大字新田１０４７－２

0835-23-3102
(0835-23-3102)

おごおり薬局（単独)
山口市小郡下郷８６６－４

083-974-1660
(083-974-1661)

㈲松崎町薬局（単独)
防府市天神２－４－１６

0835-24-4045
(0835-21-2330)

オリーブ薬局（連繋)
山口市泉町８－２１

083-934-3700
(083-934-3701)

まりふ薬局（連繋)
防府市石が口１－１０－１４

0835-25-0205
(0835-25-0206)

オリーブ薬局 徳地店（単独)
山口市徳地堀１６２４－７

0835-53-0080
(0835-53-0081)

メディカルドラッグピスティー店（連繋)
防府市酢貝６－７

0835-22-4502
(0835-22-4502)

亀本薬局（単独)
山口市石観音町４－２５

083-925-6927
(083-921-3039)

山口市
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ききょう薬局（連繋)
山口市小郡下郷２２２０－１

083-976-8801
(083-976-8802)

中領薬局（単独)
山口市小郡下郷３１９－７

083-976-5555
(083-976-5553)

㈲くすりのあまくさ薬局 葵店（連繋)
山口市葵１－４－７４

083-924-5409
(083-921-5409)

菜のはな薬局（連繋)
山口市大字下小鯖１３３１－８

083-941-1020
(083-927-7001)

㈲光栄薬局（単独)
山口市大内矢田北５－１２－１５

083-927-2217
(083-927-6050)

パール薬局（連繋)
山口市小郡下郷７７０－３

083-973-3638
(083-973-3638)

コスモ薬局（連繋)
山口市泉都町１－３

083-932-1115
(083-932-1114)

花咲薬局（連繋)
山口市大内矢田北６－２０－３２

083-941-3641
(083-941-3642)

さくら薬局（単独)
山口市後河原４７－２

083-921-8900
(083-921-8901)

ビオス薬局 平川店（連繋)
山口市平井１４３９－１

083-934-1700
(083-934-1701)

㈲サンセル薬局（連繋)
山口市駅通り２－３－３

083-923-7781
(083-923-7786)

ビオス薬局 吉敷店（連繋)
山口市維新公園５－１－３６

083-933-0711
(083-933-0703)

㈲サンセル薬局 大内店（連繋)
山口市大内御堀１９４６－７

083-941-6680
(083-941-6681)

光ヶ丘薬局（単独)
山口市小郡新町７－１－３７

083-972-6778
(083-972-5549)

三の宮薬局（単独)
山口市三の宮２－７－６

083-924-8535
(083-922-5558)

ひなた薬局（単独)
山口市小郡下郷１２１６－９

083-976-8777
(083-976-8778)

シゲタ薬局（単独)
山口市金古曽町３－１

083-928-6621
(083-928-6661)

ひまわり薬局（単独)
山口市金古曽町３－７

083-933-0662
(083-933-0663)

じふく薬局（単独)
山口市阿東地福上１８５４

083-952-5080
(083-952-5081)

ファイン薬局（連繋)
山口市湯田温泉１－５－２６

083-928-8476
(083-928-6234)

秀栄薬局（連繋)
山口市小郡下郷津市壱９６５

083-973-6977
(083-973-6978)

フェアリー薬局 山口店（単独)
山口市矢原町７－１８

083-901-2220
(083-901-2221)

新いちのみや大内薬局（単独)
山口市大内御堀１７３４－１

083-941-2882
(083-941-2788)

フェリース薬局（単独)
山口市大内矢田北６－３－２６

083-929-3987
(083-941-6488)

仁成堂薬局（連繋)
山口市小郡船倉町１－８

083-976-8400
(083-976-8410)

蕗のとう薬局（連繋)
山口市鰐石町１－１０

083-902-5119
(083-902-5153)

セントラル薬局（連繋)
山口市小郡平成町２－１０－１０２

083-973-3032
(083-973-3061)

不動薬局 御堀店（単独)
山口市大内御堀３７－４大内ビル１Ｆ

083-925-7442
(083-925-7443)

そうごう薬局 春日町店（連繋)
山口市春日町２－１５

083-921-9771
(083-921-9772)

ホワイト薬局（連繋)
山口市小郡下郷８４２－９

083-973-6663
(083-973-6664)

ソレイユ薬局（単独)
山口市黒川７７１－１３

083-941-6416
(083-941-6417)

みき薬局 山口店（連繋)
山口市桜畠２－６－６

083-928-8900
(083-928-8908)

中央薬局（連繋)
山口市小郡下郷８６７－９

083-974-3420
(083-974-2000)

みほり薬局（単独)
山口市大内矢田北１－１９－１８

083-927-7522
(083-927-7523)

チューリップ薬局（連繋)
山口市亀山町６－２

083-934-3125
(083-934-3126)

宮野薬局（単独)
山口市桜畠２－１－８

083-928-0138
(083-920-5156)

徳佐薬局（単独)
山口市阿東徳佐中３３８５－４

083-956-0066
(083-956-0070)

三好薬局（連繋)
山口市小郡下郷８４４－４

083-972-7143
(083-972-7432)

トマト薬局（単独)
山口市道祖町６－１３

083-924-6380
(083-925-7714)

ムーン薬局（連繋)
山口市大内矢田北６－１９－１３

083-941-1058
(083-941-1050)

長谷薬局（連繋)
山口市小郡下郷１２３９－３

083-972-3855
(083-972-7474)

メイプル薬局（連繋)
山口市泉町８－１７

083-934-6680
(083-934-6681)

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

メディカルパーク薬局（単独)
山口市小郡下郷２２７１－４

083-976-0788
(083-976-0790)

宇部休日夜間薬局（単独)
宇部市琴芝町２－１－３４

0836-36-8931
(0836-36-8930)

メロディ薬局（単独)
山口市幸町３－４９－３

083-921-8273
(083-921-8274)

エビス薬局（連繋)
宇部市島３－１０－２３

0836-33-5914
(0836-35-4180)

山一薬局（単独)
山口市道場門前１－２－２９

083-922-1277
(083-922-1277)

おおしま相談薬局（連繋)
宇部市南小羽山町１－９－１８

0836-22-1141
(0836-22-0741)

山一薬局 立小路店（連繋)
山口市下竪小路１０８

083-922-2632
(083-928-6671)

小川薬局 小羽山店（連繋)
宇部市北小羽山町２－６－３

0836-35-0136
(0836-35-0416)

山口介護保険薬局（単独)
山口市小郡平砂町７－６

083-974-2356
(083-974-2355)

おきのだん薬局（連繋)
宇部市大字沖ノ旦７９０－１

0836-39-8991
(0836-39-8992)

山口市薬剤師会薬局（連繋)
山口市八幡馬場１７－１

083-928-5654
(083-928-5658)

オリーブ薬局（連繋)
宇部市大字東岐波５６０７－２

0836-59-2670
(0836-59-2671)

㈲やまて薬局（連繋)
山口市小郡下郷７４８－１

083-974-1355
(083-974-1356)

回生堂薬局（連繋)
宇部市南小串２－３－５

0836-21-1394
(0836-32-8833)

ゆりの木薬局 矢原店（連繋)
山口市幸町３－２２

083-924-2238
(083-924-2238)

上宇部あおば薬局（単独)
宇部市海南町２－２１

0836-36-7005
(0836-22-3266)

よしき薬局（連繋)
山口市吉敷下東１－１６－５

083-902-3900
(083-902-3901)

上宇部薬局（単独)
宇部市中村２－６－１７－１

0836-21-9229
(0836-35-9133)

かめうら薬局（連繋)
宇部市亀浦１－２－１９

0836-37-2580
(0836-37-2636)

かりん薬局（連繋)
宇部市東梶返３－１７－２４

0836-37-0888
(0836-37-0880)

㈲きわなみ薬局（連繋)
宇部市厚南中央２－２－７

0836-41-9300
(0836-41-4419)

きわ薬局（連繋)
宇部市大字東岐波６３８－６

0836-59-0611
(0836-59-0631)

ぐうです薬局（連繋)
宇部市西岐波３２３

0836-51-2220
(0836-51-2230)

くすのき薬局（連繋)
宇部市大字船木字行光６８２－１

0836-69-0120
(0836-69-0121)

グリーン薬局（単独)
宇部市開６－１１－６－１

0836-21-8246
(0836-21-8235)

グローバル薬局（連繋)
宇部市大字妻崎開作５０２－２

0836-45-0088
(0836-45-0087)

厚南薬局（単独)
宇部市大字妻崎開作１１０－１

0836-45-3573
(0836-45-3574)

小串薬局（連繋)
宇部市東小串１－１－６４

0836-43-9792
(0836-43-9819)

こころ薬局（連繋)
宇部市寿町３－２－２５

0836-37-0033
(0836-37-0032)

コスモス薬局（連繋)
宇部市大字中野開作６８－７

0836-44-0709
(0836-44-0749)

阿武郡阿武町
くぼた薬局（単独)
阿武郡阿武町大字奈古字市２３１３
の２

08388-2-3217
(08388-2-3235)

宇部市
あい薬局（連繋)
宇部市常盤町２－５－２２

0836-32-6787
(0836-31-5789)

アイリス薬局（連繋)
宇部市大字東岐波２１２９－２０

0836-59-0111
(0836-59-0222)

あおば薬局（単独)
宇部市五十目山町１５－２

0836-35-5571
(0836-35-5572)

あすなろ薬局（連繋)
宇部市大字妻崎開作６５６

0836-43-0399
(0836-44-2287)

アロマ薬局 黒石店（単独)
宇部市大字東須恵１９７６－１

0836-39-6380
(0836-39-6390)

あんず薬局（連繋)
宇部市東藤曲２－５－１３

0836-32-0132
(0836-32-0133)

磯部薬局 支店（単独)
宇部市居能町３－２－２

0836-34-2855
(0836-34-2866)

㈱壱番薬局（連繋)
宇部市昭和町４－９－４

0836-32-9140
(0836-32-9140)

伊藤薬局（連繋)
宇部市寿町２－３－２４

0836-21-3512
(0836-21-8626)

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

㈲寿薬局（単独)
宇部市寿町２－２－４

0836-21-7021
(0836-33-9077)

ハミング薬局（単独)
宇部市北琴芝２－３－５

0836-21-4852
(0836-21-4861)

こねこ薬局（連繋)
宇部市上町１－６－１８

0836-39-8670
(0836-39-8671)

はら薬局寿町店（単独)
宇部市寿町１－３－３１

0836-22-7587
(0836-22-7537)

小松原薬局（単独)
宇部市島３－８－２３

0836-32-6250
(0836-39-5506)

東岐波薬局（単独)
宇部市大字東岐波１３１１－３

0836-58-1383
(0836-58-1384)

佐村松山町薬局（単独)
宇部市松山町４－８－３

0836-34-2322
(0836-39-5811)

ひまわり薬局（連繋)
宇部市西小串１－３－１５ビブレマン
ション１０３

0836-22-1143
(0836-22-3998)

サン薬局（連繋)
宇部市今村北５－１２－１

0836-54-4570
(0836-54-4571)

ひらき薬局（単独)
宇部市開１－３－２

0836-31-1153
(0836-31-6708)

しのだ薬局（連繋)
宇部市大字東須恵字用尺７５１－２０
中野パークビル

0836-44-3332
(0836-44-3332)

ひろ薬局（単独)
宇部市東小羽山町１－１０－７

0836-33-2669
(0836-32-0867)

そうごう薬局 宇部店（連繋)
宇部市大字小串８２５－１

0836-22-6160
(0836-22-3137)

フォルテ薬局（連繋)
宇部市神原町１－４－７

0836-39-5007
(0836-39-5008)

そうごう薬局 宇部新川店（単独)
宇部市上町１－４－２８金藤ビル１Ｆ

0836-35-5631
(0836-35-5632)

㈲福田保生堂薬局（単独)
宇部市寿町２－１２－２６

0836-21-1219
(0836-35-2033)

中央東薬局（単独)
宇部市松山町３－１１－１５

0836-34-4508
(0836-21-5638)

フジモト薬局（連繋)
宇部市大字妻崎開作２８７－２

0836-41-9277
(0836-41-9355)

つばさ薬局（単独)
宇部市浜町２－１１－１４

0836-37-2830
(0836-37-2831)

フジモト薬局 中野店（単独)
宇部市大字東須恵７５１－２０

0836-43-1791
(0836-43-0815)

ときわ公園前薬局（連繋)
宇部市則貞５－５－８

0836-33-2662
(0836-33-7797)

フジモト薬局 西岐波店（単独)
宇部市大字西岐波字浜田１５５０－１
０

0836-54-0446
(0836-54-0495)

トモエ薬局（単独)
宇部市常盤町１－４－２

0836-22-1120
(0836-22-1331)

㈲藤山薬局（連繋)
宇部市文京町４－５０

0836-33-4177
(0836-33-7074)

友薬局（連繋)
宇部市東須恵１９６３

0836-43-6775
(0836-43-6774)

平成薬局（単独)
宇部市昭和町４－４－１４

0836-35-3588
(0836-35-1628)

㈲ドレミ薬局（連繋)
宇部市恩田町２－２３－２０

0836-35-4109
(0836-35-7409)

まつばら薬局（単独)
宇部市中央町２－１２－９

0836-21-0894
(0836-21-1299)

長原薬局（連繋)
宇部市東岐波５６８８－１

0836-39-7500
(0836-39-7501)

みき薬局 宇部店（単独)
宇部市沖ノ旦字汐前６８４－７

0836-43-6340
(0836-43-6338)

なぎさ薬局（連繋)
宇部市大字東岐波字丸尾４３２７－３
９

0836-39-8856
(0836-39-8956)

みさき薬局（単独)
宇部市岬町１－７－６

0836-37-4537
(0836-37-4538)

なのはな薬局（単独)
宇部市黒石北５－１－５６

0836-45-2054
(0836-45-2058)

宮野薬局（連繋)
宇部市文京町１０－４０

0836-21-2838
(0836-21-2867)

なべくら薬局（連繋)
宇部市鍋倉町６－４３

0836-22-3442
(0836-22-3492)

三好薬局 宇部店（単独)
宇部市松山町２－６－３１

0836-43-9358
(0836-43-9567)

西田薬局（連繋)
宇部市東岐波１１００

0836-58-3455
(0836-58-3455)

みらい薬局（単独)
宇部市東小串２－１－３

0836-39-9963
(0836-39-9964)

西本薬局（連繋)
宇部市床波２－３－２８

0836-51-0942
(0836-51-6271)

レインボー薬局（連繋)
宇部市恩田町２－２４－１

0836-22-5880
(0836-22-3538)

ニック薬局（連繋)
宇部市大字西岐波２７５９－６

0836-54-0371
(0836-54-0372)

若松薬局（連繋)
宇部市若松町４－１７

0836-34-2141
(0836-34-1838)

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

山陽小野田市

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

第一薬局 小野田バイパス店（連繋)
山陽小野田市大字西高泊６６９

0836-84-1543
(0836-84-3248)

アイエム薬局（単独)
山陽小野田市くし山２－１－８

0836-84-0625
(0836-84-0679)

第一薬局 住吉店（連繋)
山陽小野田市住吉本町１－３－２２

0836-81-4321
(0836-81-4320)

厚狭駅南薬局（単独)
山陽小野田市桜１－１－３

0836-71-0580
(0836-71-0581)

第一薬局 労災病院前店（連繋)
山陽小野田市南中川町１３００－２８

0836-81-1193
(0836-81-1198)

あさ薬局（単独)
山陽小野田市大字厚狭１４３４－１

0836-71-1311
(0836-71-0311)

タケシタ調剤薬局 小野田病院前店（単
独)山陽小野田市大字東高泊１６１４－３

0836-81-2066
(0836-81-2077)

えいしん堂薬局（連繋)
山陽小野田市大字郡４４７－１

0836-73-2052
(0836-73-1499)

千代町薬局（単独)
山陽小野田市稲荷町１１－１９

0836-83-0880
(0836-83-0988)

小野田駅前薬局（連繋)
山陽小野田市日の出３－１５－５

0836-39-8891
(0836-39-8791)

つくし薬局（連繋)
山陽小野田市大字鴨庄１１－１３

0836-71-0555
(0836-71-0550)

小野田中央薬局（単独)
山陽小野田市須恵１－４－１２

0836-84-8676
(0836-84-8708)

西日本薬局 小野田店（連繋)
山陽小野田市東高泊１５８８－２

0836-81-5220
(0836-81-5230)

おひさま薬局（連繋)
山陽小野田市大字西高泊６７２－３

0836-39-8561
(0836-39-8562)

0836-81-5885
(0836-83-0613)

かのん薬局（単独)
山陽小野田市新生１－１８６２－２２

0836-38-5110
(0836-38-5120)

のぞみ薬局（連繋)
山陽小野田市大字小野田６１０６－８
１
日の出調剤薬局（連繋)
山陽小野田市日の出３－７－５

0836-84-5285
(0836-84-5329)

きらら薬局（連繋)
山陽小野田市新生２－４－５

0836-81-2875
(0836-81-2876)

ひまわり薬局（連繋)
山陽小野田市日の出４－５－２

0836-84-4100
(0836-84-4231)

グリーン薬局（単独)
山陽小野田市大字東高泊１６１４－７

0836-83-0836
(0836-83-0837)

ファミリー薬局 中川店（連繋)
山陽小野田市中川４－１－２４

0836-81-0988
(0836-81-0989)

クローバー薬局（連繋)
山陽小野田市中川６－６６６２

0836-38-5195
(0836-38-5197)

ファミリー薬局 本町店（連繋)
山陽小野田市住吉本町１－５－３０

0836-84-6135
(0836-84-1687)

さくら坂薬局（連繋)
山陽小野田市大字小野田字弐番溜
井６１０６－５６

0836-81-1320
(0836-81-1330)

0836-89-0117
(0836-89-0157)

さくら薬局（連繋)
山陽小野田市赤崎２－１０－２

0836-88-3121
(0836-88-3152)

みずほ薬局 須恵西店（連繋)
山陽小野田市大字小野田字七ヶ松３
９４２の１２
みつば薬局（単独)
山陽小野田市くし山１－１７－１２

0836-81-0505
(0836-81-0504)

さつき薬局（連繋)
山陽小野田市北竜王町１０－８

0836-81-2177
(0836-81-2188)

南小野田薬局（単独)
山陽小野田市南竜王町１－２０

0836-81-0608
(0836-81-0610)

さんよう薬局（単独)
山陽小野田市大字厚狭上ヶ田１０４
２－１

0836-73-0809
(0836-73-1659)

めぐみ薬局（連繋)
山陽小野田市大字厚狭１４４４－９

0836-71-2117
(0836-71-2118)

新生薬局（連繋)
山陽小野田市東高泊２０５５－１

0836-84-2892
(0836-84-8418)

めで薬局（連繋)
山陽小野田市目出７０３５－５

0836-84-7590
(0836-84-7591)

すえ薬局（連繋)
山陽小野田市須恵１－１２－２

0836-81-2005
(0836-81-2008)

リトルファーマシー（連繋)
山陽小野田市西高泊６４８－３６

0836-81-0033
(0836-81-2211)

スマイル薬局（連繋)
山陽小野田市西高泊５９０－５

0836-84-6113
(0836-84-1691)

㈱セントラル薬局（連繋)
山陽小野田市中央１－５－２２

0836-83-2646
(0836-81-0173)

そうごう薬局 小野田店（連繋)
山陽小野田市日の出３－８－１２

0836-81-0151
(0836-81-0152)

美祢市
おおみね薬局（単独)
美祢市大嶺町東分字沖田１２１０－１

0837-52-9209
(0837-52-9208)

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

秋本薬局 シーモール下関店（連繋)
下関市竹崎町４－４－８シーモール
下関専門店街 地下１階

083-228-2336
(083-228-2339)

秋本薬局 細江店（連繋)
下関市細江町３－３－１－１Ｆ

083-229-3312
(083-229-3313)

アクア薬局（単独)
下関市武久町１－１４－１６

083-250-6403
(083-250-6708)

あずさ薬局（単独)
下関市秋根南町２－３－７

083-256-0656
(083-256-1217)

あすなろ薬局（単独)
下関市小月茶屋２－１－１８

083-282-4321
(083-283-2357)

アップル薬局（単独)
下関市梶栗町２－２－１７

083-259-7008
(083-259-7088)

いちのみや熊野薬局（単独)
下関市熊野町１－７－５

083-250-1888
(083-250-1881)

いちのみや薬局 勝山店（連繋)
下関市大字有冨１６７－１

083-263-3358
(083-263-3858)

0837-53-2637
(0837-53-2638)

いちのみや薬局（単独)
下関市一の宮町４－１－２１

083-257-0870
(083-257-1727)

0837-53-0141
(0837-53-1477)

㈲伊藤重光堂薬局（連繋)
下関市中之町９－１

083-222-0104
(083-232-7155)

うしろだ薬局（連繋)
下関市後田町２－１－４３

083-228-0197
(083-228-0198)

篠田薬局（連繋)
美祢市伊佐町伊佐４８４８－１

0837-54-1412
(0837-54-1413)

秋芳薬局（連繋)
美祢市秋芳町秋吉５３４１－４

0837-63-0470
(0837-63-0471)

セレッソ薬局（連繋)
美祢市大嶺町東分３２２－２

0837-52-1344
(0837-52-1355)

美秋薬局（連繋)
美祢市美東町大田３８１０－１４

08396-2-1711
(08396-2-1712)

ファミリー薬局 秋芳店（連繋)
美祢市秋芳町秋吉５４４１－４

0837-63-1611
(0837-63-1622)

Ｇ＆Ｆ藤井薬局 美祢店（連繋)
美祢市大嶺町東分字前川２９０－２

0837-54-3600
(0837-54-3600)

マユサン薬局（連繋)
美祢市於福町下３２７１－６

0837-56-5066
(0837-56-5063)

美東薬局（連繋)
美祢市美東町大田５４３９－１サイサ
イみとう内

08396-2-2310
(08396-2-1104)

美祢シティ薬局（連繋)
美祢市大嶺町東分１３１３－７９
みね薬局（連繋)
美祢市大嶺町東分３３６８－１

下関市
あいあい薬局（単独)
下関市田中町１１－６

083-232-4890
(083-232-4896)

㈲エーデル薬局（単独)
下関市田中町１－１３

083-232-1155
(083-232-1252)

アイテル薬局 幡生店（連繋)
下関市幡生本町６－５

083-253-7900
(083-253-7910)

エスマイル薬局 新下関店（単独)
下関市秋根西町１－７－２４

083-227-4173
(083-227-4174)

あおぞら薬局（単独)
下関市綾羅木本町５－１－１４

083-255-3633
(083-255-2688)

エスマイル薬局 松小田店（単独)
下関市長府松小田本町５２１－３

083-227-4805
(083-227-4806)

アカダ薬局 才川店（単独)
下関市長府才川２－１２－８

083-248-6340
(083-248-6340)

㈲江の浦薬局（単独)
下関市彦島江の浦町１－５－２

083-266-8579
(083-266-8510)

アカダ薬局 新下関店（単独)
下関市秋根南町１－２－７

083-257-2814
(083-257-2814)

㈲江の浦薬局 東駅支店（単独)
下関市羽山町１－１－２０２

083-235-6611
(083-235-1395)

アカダ薬局 羽山店（連繋)
下関市羽山町２０－１２

083-231-3330
(083-231-3330)

オリーブ薬局 長府店（単独)
下関市長府中六波町３００－１

083-227-2136
(083-227-2138)

秋本江の浦薬局（連繋)
下関市彦島江の浦町１－１－１１

083-261-0566
(083-261-0567)

かじくり薬局（単独)
下関市梶栗町３－７－７

083-262-1288
(083-262-1287)

秋本調剤薬局 綾羅木店（連繋)
下関市綾羅木本町４－１０－１８

083-254-4415
(083-254-4414)

亀屋製薬合資会社 亀屋薬局（単独)
下関市唐戸町１－１９

083-222-3063
(083-233-1483)

秋本調剤薬局 唐戸店（連繋)
下関市赤間町９－７

083-233-2415
(083-233-2416)

亀屋製薬合資会社 亀屋薬局細江店（単 083-233-0526
独)下関市細江町２－１－９
(083-233-0527)

秋本東駅薬局（連繋)
下関市後田町１－８－１８

083-222-2015
(083-222-3015)

かわさき薬局（連繋)
下関市小月駅前１－２－４５

083-282-0256
(083-282-0837)

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

川棚薬局（単独)
下関市豊浦町大字川棚７２８７の１

083-772-4647
(083-772-4648)

城下町つばき薬局（連繋)
下関市長府南之町３－３４

083-241-2340
(083-241-2341)

㈲川中薬局（単独)
下関市川中豊町７－１２－１３

083-255-5557
(083-255-5556)

しらゆり薬局（連繋)
下関市上新地町３－１－１

083-235-4109
(083-222-8010)

関門薬局（単独)
下関市長府外浦町２－２０

083-241-0222
(083-241-0223)

新くわのやま薬局 王司店（単独)
下関市王司上町１－８－９

083-248-3957
(083-248-3597)

菊川薬局（連繋)
下関市菊川町大字下岡枝３７４－７

083-287-2515
(083-287-2558)

新下薬局 幸町店（連繋)
下関市幸町１３－２３

083-229-5100
(083-229-5101)

きさらぎ薬局（連繋)
下関市安岡駅前１－４－２２

083-262-0480
(083-262-0825)

すずらん薬局（連繋)
下関市伊崎町１－２－１４

083-235-6400
(083-235-8149)

きふね薬局（単独)
下関市貴船町２－３－１９

083-250-5386
(083-250-5389)

すみれ薬局（単独)
下関市秋根本町２－１０－７

083-257-4711
(083-256-8998)

くるみ薬局（連繋)
下関市清末鞍馬３－４－９

083-281-3963
(083-281-2963)

すみれ薬局 垢田店（連繋)
下関市垢田町１－２０－７

083-250-1730
(083-250-1733)

くるみ薬局 田倉店（単独)
下関市田倉御殿町１－１－２

083-256-0963
(083-256-9963)

そうごう薬局 下関店（連繋)
下関市川中豊町７－１４－６Ｎ１ビル
１Ｆ

083-251-6051
(083-255-8392)

健和薬局（連繋)
下関市王司本町１－１７－２１

083-248-5348
(083-248-1162)

そうごう薬局 新下関店（連繋)
下関市伊倉新町１－２－６

083-255-1151
(083-255-1152)

健和薬局 江の浦店（単独)
下関市彦島江の浦町３－５－８

083-261-5888
(083-261-5887)

そうごう薬局 長府店（連繋)
下関市長府南之町２－２７

083-241-0061
(083-246-9432)

㈲コトブキ薬局（単独)
下関市竹崎町３－５－２５

083-232-3314
(083-233-2580)

大学堂薬局 梶栗店（単独)
下関市梶栗町３－７－１

083-258-3344
(083-258-3063)

木屋川薬局（単独)
下関市豊田町大字中村５

083-766-0141
(083-766-2680)

083-228-2605
(083-228-2606)

さくら薬局 今浦店（単独)
下関市今浦町１０－４

083-232-3138
(083-232-3650)

太平薬局（単独)
下関市上新地町３－３－２ニュー河
上ビル１Ｆ
㈲竹崎薬局（単独)
下関市竹崎町１－１４－２５

083-232-0680
(083-233-5428)

さくら薬局 長府店（単独)
下関市長府南之町３－３２

083-245-8439
(083-245-8521)

タケヒロ薬局（単独)
下関市豊北町滝部３３９５－２

083-784-0567
(083-784-0568)

さつき薬局（連繋)
下関市豊北町大字阿川３７９５－３

083-786-5066
(083-786-5060)

タケヒロ薬局 垢田店（連繋)
下関市垢田町２－１６－１－１

083-227-4285
(083-227-4286)

サンキュードラッグ 綾羅木薬局（連繋)
下関市古屋町１－１１－１

083-250-1339
(083-250-1340)

田中町薬局（連繋)
下関市田中町７－１１

083-224-1363
(083-233-1563)

サンキュードラッグ 上田中町薬局（連
繋)下関市上田中町２－９－３

083-227-0139
(083-227-0138)

珠の浦薬局（単独)
下関市長府珠の浦町１－１４

083-246-5447
(083-246-4624)

サンキュードラッグ 彦島中央薬局（連
繋)下関市彦島本村町７－３－９

083-261-5239
(083-261-5240)

ダリヤ下関薬局（単独)
下関市上新地町３－３－３

083-228-2770
(083-228-2771)

サンキュー薬局 綾羅木本町店（連繋)
下関市綾羅木本町５－１２－１７

083-251-1339
(083-251-1338)

だんしん薬局（単独)
下関市王司上町５－８－１７

083-248-2442
(083-248-2016)

しおさい薬局（連繋)
下関市筋川町３－７

083-250-9113
(083-250-9116)

豊浦薬剤師会支援センター薬局（単独)
下関市豊浦町大字小串８－１７５

083-772-4590
(083-772-4591)

下関薬剤師会薬局（単独)
下関市向洋町１－１４－２

083-250-5020
(083-250-5082)

なでしこ薬局（連繋)
下関市菊川町大字田部字森１２０２
－３

083-287-0051
(083-287-0061)

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

菜の花薬局（単独)
下関市垢田町１－２３－１２

083-251-2787
(083-251-2788)

ひまわり薬局 生野店（連繋)
下関市生野町２－３４－１１

083-251-4515
(083-251-4520)

菜の花薬局 やまのた（単独)
下関市武久町１－１９－３０ケアタウ
ン山の田１Ｆ

083-250-7301
(083-250-7302)

㈲藤井薬局（連繋)
下関市長府金屋町４－１５

083-245-0019
(083-245-0399)

ニコニコ薬局（単独)
下関市岬之町４－６

083-227-4625
(083-227-4626)

㈲藤井薬局 中土居支店（連繋)
下関市長府中土居北町４－６

083-246-3481
(083-246-3481)

西日本ファーマシー（単独)
下関市長府中之町２－６

083-245-5999
(083-245-4408)

フラワー薬局 菊川店（連繋)
下関市菊川町大字田部宇上ヶ道１１
４１－１７

083-288-1488
(083-288-1455)

ニック調剤薬局 アカダ店（単独)
下関市新垢田東町２－２－１７

083-253-4721
(083-253-4721)

フラワー薬局 ほたるの里店（単独)
下関市豊田町大字矢田２２０－３

083-767-0491
(083-767-0492)

ニック調剤薬局 豊町店（単独)
下関市川中豊町７－２－２０

083-255-6380
(083-255-6381)

ベル薬局（連繋)
下関市宮田町２－１６－１２

083-231-3779
(083-231-3779)

ニック調剤薬局 下関店（単独)
下関市竹崎町１－１５－２５下関駅前
ビル１Ｆ

083-250-6216
(083-250-6217)

ベル薬局 南部店（単独)
下関市南部町７－７

083-231-7015
(083-231-7015)

㈲のぞみ薬局（単独)
下関市田中町４－６

083-231-7237
(083-232-3406)

㈲ベル薬局 東駅店（単独)
下関市羽山町４－１

083-231-3088
(083-231-3088)

㈲のぞみ薬局 伊倉店（単独)
下関市伊倉新町４－２－１４

083-227-2222
(083-227-2224)

本村中央薬局（単独)
下関市彦島本村町４－１－２

083-267-5911
(083-267-5912)

㈲のぞみ薬局 金比羅店（単独)
下関市金比羅町２－１

083-228-0820
(083-228-0821)

マエダ薬局（単独)
下関市彦島本村町６－１６－１６

083-267-6475
(083-267-8462)

㈲のぞみ薬局 幸町店（単独)
下関市幸町６－２４

083-233-2619
(083-233-2719)

松小田薬局（連繋)
下関市長府松小田本町５－１３

083-242-8193
(083-242-5193)

はすの実薬局（単独)
下関市清末鞍馬３－５－１２－２

083-227-2133
(083-227-2134)

㈲マリモ薬局（単独)
下関市菊川町下岡枝１７３－１

083-287-1717
(083-287-1791)

ハマダ薬局（単独)
下関市小月本町２－１８－８

083-284-0282
(083-284-0489)

みさき薬局（単独)
下関市吉見本町１－２－５

083-264-2005
(083-286-2221)

はまゆう薬局（単独)
下関市本町１－１－１８

083-228-1105
(083-228-1106)

ミドリ薬局（連繋)
下関市山の田本町１－１

083-254-2266
(083-254-1954)

はるみ薬局（単独)
下関市上新地町１－２－７

083-233-2323
(083-233-2373)

㈲みなと薬局（連繋)
下関市彦島老町３－２－６

083-266-4437
(083-250-8787)

パワフル薬局（単独)
下関市彦島江の浦町９－７－５

083-267-8026
(083-267-5403)

ゆう薬局（単独)
下関市彦島江の浦町１－７－２ 登
根ビル１F

083-227-3146
(083-227-3148)

パワフル薬局 小月店（連繋)
下関市小月茶屋１－８－２０

083-250-8626
(083-250-8627)

湯玉駅薬局（単独)
下関市豊浦町大字宇賀字古神田７４
３７の２

083-776-0820
(083-776-0820)

パワフル薬局 横野店（単独)
下関市横野町３－１４－３２

083-262-2552
(083-262-2553)

㈲吉村薬局（単独)
下関市伊倉町２－１－７

083-253-1100
(083-254-1795)

㈲稗田薬局（連繋)
下関市稗田北町１３－３７

083-254-6220
(083-254-6228)

ラララ薬局 王司店（連繋)
下関市王司上町１－８－１

083-249-5070
(083-249-5071)

彦島薬局（連繋)
下関市彦島角倉町１－１１－２７

083-266-3193
(083-266-9913)

蘭ファーマシー（単独)
下関市豊浦町川棚６９１９－１

083-774-3550
(083-774-3588)

ひとみ薬局（単独)
下関市長府南之町２－４

083-246-0278
(083-245-7615)

れんげ薬局（連繋)
下関市大字蒲生野字宮の脇６３１－
１

083-259-8100
(083-259-8101)

薬局名（対応タイプ）
住所
ワイズ薬局（単独)
下関市長府東侍町５－６

電話番号
（FAX番号）
083-246-1235
(083-246-1254)

長門市

薬局名（対応タイプ）
住所
㈲ワダ薬局（連繋)
長門市東深川８０３－８ウェーブ内

電話番号
（FAX番号）
0837-22-2431
(0837-22-3252)

萩市

あい薬局 長門店（単独)
長門市東深川１３８４－１

0837-22-7111
(0837-22-7112)

あおぞら薬局（単独)
萩市大字塩屋町８

0838-24-2070
(0838-24-2080)

青海薬局（単独)
長門市東深川２００５

0837-22-6705
(0837-22-6712)

あおば薬局（連繋)
萩市今古萩町４０－１

0838-24-1555
(0838-24-1566)

さくら薬局（連繋)
長門市東深川字西新開１４５－５

0837-26-5026
(0837-26-5027)

㈲あがり薬局（連繋)
萩市大字土原２７２－１

0838-22-1152
(0838-22-1144)

シティ薬局（連繋)
長門市東深川中山２０３－１

0837-22-6250
(0837-22-6264)

青海薬局（連繋)
萩市大字椿字青海４０８２－４

0838-24-4755
(0838-24-4766)

芝草薬局（連繋)
長門市仙崎１９４５－２

0837-26-4893
(0837-26-5893)

㈲オリーブ薬局（単独)
萩市堀内２区２３６

0838-24-4567
(0838-24-4568)

仙崎薬局（連繋)
長門市仙崎横田２０４－１

0837-23-3300
(0837-23-3301)

クボイ薬局 サンリブ店（連繋)
萩市大字唐樋町２－４

0838-26-3566
(0838-26-3566)

長門中央薬局（単独)
長門市東深川８９０－２２

0837-22-3950
(0837-22-3935)

さくらぎ薬局（連繋)
萩市土原３５７－１

0838-26-1124
(0838-26-1134)

ひとまる薬局（連繋)
長門市油谷新別名９９６－７

0837-33-1010
(0837-33-1020)

さくら薬局（単独)
萩市大井字唐ノ嶋１７２３－１１

0838-28-5678
(0838-28-5679)

ふかわ薬局（連繋)
長門市東深川８９０－４３

0837-23-6660
(0837-23-6665)

ささむら薬局（連繋)
萩市大字東田町１８－４

0838-24-4747
(0838-26-2772)

フラワー薬局（単独)
長門市東深川９２４－１２

0837-23-1091
(0837-22-1158)

㈲杉山薬局（連繋)
萩市大字下田万１３３５－１

08387-3-0777
(08387-3-0778)

ミササン薬局（連繋)
長門市東深川６２－５１

0837-23-0545
(0837-23-0546)

そうごう薬局 萩店（単独)
萩市江向４１７－２

0838-24-3331
(0838-24-3332)

みすず薬局（連繋)
長門市三隅中３２９３

0837-42-0002
(0837-43-2258)

そよかぜ薬局（単独)
萩市大字東浜崎町９４

0838-21-0210
(0838-21-0211)

みすみ薬局（単独)
長門市三隅下１３６２－１

0837-43-2688
(0837-43-2685)

だいだい薬局（連繋)
萩市大字椿東北前小畑４１６２－１４

0838-21-0220
(0838-21-0221)

みのり薬局（連繋)
長門市東深川１８９７－１２

0837-23-0011
(0837-22-3345)

長全堂薬局（連繋)
萩市東田町１４－２

0838-25-1895
(0838-26-5756)

ユー薬局（連繋)
長門市東深川６１０－６

0837-22-8448
(0837-22-8445)

椿薬局（単独)
萩市大字椿東２９７２－９

0838-24-2233
(0838-24-2266)

ゆずきち薬局（単独)
長門市東深川１９５２－２１

0837-22-2780
(0837-22-2781)

てんじん薬局（連繋)
萩市大字椿字金谷２７８８－１０

0838-21-7611
(0838-21-7612)

よしず薬局（連繋)
長門市仙崎２８３－４

0837-23-1107
(0837-23-1108)

東郷薬局 東田町店（連繋)
萩市東田町２２

0838-25-7765
(0838-25-7741)

わかば薬局（連繋)
長門市東深川１８５７－６

0837-23-1313
(0837-23-1314)

ナカモト薬局（連繋)
萩市大字江崎１１１０－１

08387-2-0010
(08387-2-0107)

ワダファミリー薬局（連繋)
長門市東深川８３６－３

0837-23-2002
(0837-23-2006)

はしもとばし薬局（連繋)
萩市橋本町６３－１

0838-25-2169
(0838-25-2169)

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

薬局エンゼル（単独)
萩市大字須佐４９８０－２

08387-6-2610
(08387-6-2233)

㈲わかば調剤薬局（単独)
萩市大字椿３４３５－３

0838-26-3032
(0838-26-3036)

若松薬局（連繋)
萩市東田町３９

0838-22-0139
(0838-25-1668)

若松薬局 吉田町店（連繋)
萩市吉田町５１－１１

0838-25-7780
(0838-25-7781)

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

