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）

宇部市

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

かりん薬局（連携)
宇部市東梶返３－１７－２４

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

あい薬局（連携)
宇部市常盤町２－５－２２

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

㈲きわなみ薬局（連携)
宇部市厚南中央２－２－７

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

アイリス薬局（連携)
宇部市大字東岐波２１２９－２０

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

きわ薬局（連携)
宇部市大字東岐波６３８－６

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

あおば薬局（単独)
宇部市五十目山町１５－２

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

ぐうです薬局（連携)
宇部市西岐波３２３

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

あすなろ薬局（連携)
宇部市大字妻崎開作６５６

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

くすのき薬局（連携)
宇部市大字船木字行光６８２－１

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

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)

グリーン薬局（単独)
宇部市開６－１１－６－１

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

あんず薬局（連携)
宇部市東藤曲２－５－１３

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

グローバル薬局（連携)
宇部市大字妻崎開作５０２－２

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

磯部薬局 支店（単独)
宇部市居能町３－２－２

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

厚南薬局（単独)
宇部市大字妻崎開作１１０－１

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

㈱壱番薬局（連携)
宇部市昭和町４－９－４

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

小串薬局（連携)
宇部市東小串１－１－６４

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

伊藤薬局（連携)
宇部市寿町２－３－２４

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

こころ薬局（連携)
宇部市寿町３－２－２５

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

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)

コスモス薬局（連携)
宇部市大字中野開作６８－７

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

エビス薬局（連携)
宇部市島３－１０－２３

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

㈲寿薬局（単独)
宇部市寿町２－２－４

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

おおしま相談薬局（連携)
宇部市南小羽山町１－９－１８

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

こねこ薬局（連携)
宇部市上町１－６－１８

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

小川薬局 小羽山店（連携)
宇部市北小羽山町２－６－３

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

小松原薬局（単独)
宇部市島３－８－２３

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

おきのだん薬局（連携)
宇部市大字沖ノ旦７９０－１

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

佐村松山町薬局（単独)
宇部市松山町４－８－３

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

オリーブ薬局（連携)
宇部市大字東岐波５６０７－２

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

サン薬局（連携)
宇部市今村北５－１２－１

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

回生堂薬局（連携)
宇部市南小串２－３－５

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

しのだ薬局（連携)
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)

上宇部あおば薬局（単独)
宇部市海南町２－２１

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

そうごう薬局 宇部店（連携)
宇部市大字小串８２５－１

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

上宇部薬局（単独)
宇部市中村２－６－１７－１

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

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)

かめうら薬局（連携)
宇部市亀浦１－２－１９

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

中央東薬局（単独)
宇部市松山町３－１１－１５

0836-34-4508
(0836-21-5638)
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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（連携)
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（連携)
宇部市文京町４－５０

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

友薬局（連携)
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（連携)
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（連携)
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（連携)
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（連携)
宇部市文京町１０－４０

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

なべくら薬局（連携)
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（連携)
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（連携)
宇部市床波２－３－２８

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

レインボー薬局（連携)
宇部市恩田町２－２４－１

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

ニック薬局（連携)
宇部市大字西岐波２７５９－６

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

若松薬局（連携)
宇部市若松町４－１７

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

ハミング薬局（単独)
宇部市北琴芝２－３－５

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

山陽小野田市

はら薬局寿町店（単独)
宇部市寿町１－３－３１

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

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)

東岐波薬局（単独)
宇部市大字東岐波１３１１－３

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

厚狭駅南薬局（単独)
山陽小野田市桜１－１－３

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

ひまわり薬局（連携)
宇部市西小串１－３－１５ビブレマン
ション１０３

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

あさ薬局（単独)
山陽小野田市大字厚狭１４３４－１

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

ひらき薬局（単独)
宇部市開１－３－２

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

えいしん堂薬局（連携)
山陽小野田市大字郡４４７－１

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

ひろ薬局（単独)
宇部市東小羽山町１－１０－７

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

小野田駅前薬局（連携)
山陽小野田市日の出３－１５－５

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

フォルテ薬局（連携)
宇部市神原町１－４－７

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

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)

㈲福田保生堂薬局（単独)
宇部市寿町２－１２－２６

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

おひさま薬局（連携)
山陽小野田市大字西高泊６７２－３

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

フジモト薬局（連携)
宇部市大字妻崎開作２８７－２

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

かのん薬局（単独)
山陽小野田市新生１－１８６２－２２

0836-38-5110
(0836-38-5120)
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きらら薬局（連携)
山陽小野田市新生２－４－５

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

ひまわり薬局（連携)
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（連携)
山陽小野田市中川４－１－２４

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

クローバー薬局（連携)
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（連携)
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（連携)
山陽小野田市大字小野田字弐番溜
井６１０６－５６

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

みずほ薬局 須恵西店（連携)
山陽小野田市大字小野田字七ヶ松３
９４２の１２

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

さくら薬局（連携)
山陽小野田市赤崎２－１０－２

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

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（連携)
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（連携)
山陽小野田市大字厚狭１４４４－９

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

新生薬局（連携)
山陽小野田市東高泊２０５５－１

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

めで薬局（連携)
山陽小野田市目出７０３５－５

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

すえ薬局（連携)
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（連携)
山陽小野田市西高泊６４８－３６

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

スマイル薬局（連携)
山陽小野田市西高泊５９０－５

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

㈱セントラル薬局（連携)
山陽小野田市中央１－５－２２

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

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)

そうごう薬局 小野田店（連携)
山陽小野田市日の出３－８－１２

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

篠田薬局（連携)
美祢市伊佐町伊佐４８４８－１

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

第一薬局 小野田バイパス店（連携)
山陽小野田市大字西高泊６６９

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

秋芳薬局（連携)
美祢市秋芳町秋吉５３４１－４

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

第一薬局 住吉店（連携)
山陽小野田市住吉本町１－３－２２

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

セレッソ薬局（連携)
美祢市大嶺町東分３２２－２

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

第一薬局 労災病院前店（連携)
山陽小野田市南中川町１３００－２８

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

美秋薬局（連携)
美祢市美東町大田３８１０－１４

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

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)

ファミリー薬局 秋芳店（連携)
美祢市秋芳町秋吉５４４１－４

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

千代町薬局（単独)
山陽小野田市稲荷町１１－１９

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

Ｇ＆Ｆ藤井薬局 美祢店（連携)
美祢市大嶺町東分字前川２９０－２

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

つくし薬局（連携)
山陽小野田市大字鴨庄１１－１３

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

マユサン薬局（連携)
美祢市於福町下３２７１－６

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

西日本薬局 小野田店（連携)
山陽小野田市東高泊１５８８－２

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

美東薬局（連携)
美祢市美東町大田５４３９－１サイサ
イみとう内

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

のぞみ薬局（連携)
山陽小野田市大字小野田６１０６－８
１

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

美祢シティ薬局（連携)
美祢市大嶺町東分１３１３－７９

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

日の出調剤薬局（連携)
山陽小野田市日の出３－７－５

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

みね薬局（連携)
美祢市大嶺町東分３３６８－１

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

美祢市

