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周南市

薬局名（対応タイプ）
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光星薬局（単独)
周南市古川町９－６

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

アイプラス調剤薬局 東山店（連携)
周南市東山町２－３

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

小西薬局（単独)
周南市銀座１－７

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

あい薬局 徳山店（単独)
周南市河東町８－３

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

桜田薬局（単独)
周南市戸田２７９７

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

アツミ薬局（連携)
周南市西松原３－６－４５

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

さくら薬局（単独)
周南市川端町２－１－１

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

アトム薬局（連携)
周南市桶川町５－２１

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

サルビア薬局（単独)
周南市政所２－１３－１３

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

石丸薬局（連携)
周南市若宮町２－７

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

神女薬局（単独)
周南市久米東神女３２００－５

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

石丸薬局 周陽店（連携)
周南市周陽２－１－３－１０５

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

新南陽薬局（連携)
周南市政所２－５－２７

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

えきまえ薬局（連携)
周南市有楽町２３

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

すぎのこ薬局（単独)
周南市須々万本郷３５６－４８

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

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)

セガミ薬局 河東店（単独)
周南市河東町９－２２

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

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)

セガミ薬局 太華店（単独)
周南市桜木３－１－２４

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

オリーブ薬局 呼坂店（単独)
周南市呼坂１－６

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

セガミ薬局 政所店（連携)
周南市政所３－５－２７

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

オレンジ薬局（連携)
周南市清水町４－８－２

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

そうごう薬局周南大河内店（連携)
周南市大河内２５６－８

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

鹿野薬局（単独)
周南市大字鹿野下１２３３－１

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

第一薬局 糀町店（連携)
周南市糀町２－２３

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

亀屋薬局（単独)
周南市新町２－１５

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

大信薬局 徳山店（単独)
周南市新宿通１－１７

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

菊川薬局（連携)
周南市大字下上２０８７－１

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

高橋薬局（単独)
周南市緑町１－５３－２

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

きたに薬局（単独)
周南市呼坂３９０－１

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

トマト薬局（連携)
周南市大内町１０－１０

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

銀座薬局（単独)
周南市銀座２－２７

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

とんだ薬局（単独)
周南市桶川町５－１６

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

くまげ薬局（単独)
周南市大字呼坂８３８－１

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

なの花薬局（単独)
周南市二番町４１３３

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

久米調剤薬局（単独)
周南市久米２８８７－３

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

乗兼薬局（単独)
周南市岐南町１０－７

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

クメ・ファーマシー（連携)
周南市久米秋本２８００－１４

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

ひの木薬局（単独)
周南市若宮町１－４３－２

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

蔵田薬局（単独)
周南市清水１－１０－１

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

ひまわり薬局（連携)
周南市代々木通２－２５

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

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）

ひまわり薬局 大神店（連携)
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（連携)
周南市新地町１２－３５

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

セブン薬局 東町店（連携)
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 下松店（単独)
下松市中央町２１－３ザ・モール周南
４Ｆ

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

古川薬局（単独)
周南市川手１－７－１６

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

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)

宝迫薬局（連携)
周南市本町２－３

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

ところだ薬局（連携)
下松市西豊井７４０－１３

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

まちだ薬局（単独)
周南市花畠町４－５

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

ひまわり薬局 下松店（連携)
下松市望町５－４－８

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

㈲水上薬局（単独)
周南市新町２－９－３

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

ファーマシーイシマル 東陽店（連携)
下松市東陽４－２１－５

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

緑町薬局（単独)
周南市緑町３－３８

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

北斗調剤薬局（連携)
下松市北斗町９－２３

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

宮の前薬局（連携)
周南市宮の前２－６－２０

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

星薬局（連携)
下松市大手町１－４－２２

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

代々木薬局（連携)
周南市栄町１－５－１

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

美里薬局（連携)
下松市美里町４－１０－２７

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

レモン薬局（連携)
周南市弥生町２－８

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

ミント薬局（単独)
下松市大字西豊井１４５２－２

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

ゆうき薬局（連携)
下松市青柳１－３－１

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

下松市
あおい薬局（単独)
下松市中市２－５－１０

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

石丸薬局 末武店（連携)
下松市望町１－９－１１

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

いとう薬局（連携)
下松市美里町４－６－２４

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

下松中央調剤薬局（連携)
下松市大手町２－８－１５

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

くるみ薬局（単独)
下松市末武下３８１－４

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

クローバー薬局（連携)
下松市大手町２－６－１１

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

健栄薬局（連携)
下松市大手町２－５－１６

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

こいじ薬局（単独)
下松市大字河内１０５１－５

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

昭和通薬局（連携)
下松市大字西豊井字殿ヶ浴６４３

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

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（連携)
光市島田６－１３－２７

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

きりん薬局（連携)
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)

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

そうごう薬局 光店（連携)
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（連携)
光市室積松原４－４

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

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（連携)
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（連携)
光市浅江３－１７－２０

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

薬局名（対応タイプ）
住所

電話番号
（FAX番号）

