
令和２年版

お近くに適当な薬局がなかったり、対応困難な事例がある場合は地域の在宅薬事コーディネーターに
ご相談ください。

神田　英美 菜の花薬局 下関市垢田町1-23-12 083-251-2787

田上　忠行 きさらぎ薬局 下関市安岡駅前1-4-22 083-262-0480

中川　明人 下関在宅支援薬局 下関市秋根南町2-3-1 083-227-2198

中村　光宏 かじくり薬局 下関市梶栗町3-7-7 083-262-1288

コーディネーター 　     薬　局　名                           住　　　所     電話番号



※2020年（令和2年）6月19日現在、在宅訪問が可能な薬局を掲載しています。最新の情報は山口県薬剤師会ホームページをご覧ください。

あいあい薬局
秋本調剤薬局　唐戸店
秋本薬局　細江店
㈲伊藤重光堂薬局
エーデル薬局
亀屋製薬合資会社　亀屋薬局細江店
きふね薬局
さくら薬局
サンキュードラッグ　上田中町薬局
新下薬局幸町店
田中町薬局
㈲のぞみ薬局
㈲のぞみ薬局　幸町店
はまゆう薬局
ベル薬局　南部店

下関市田中町11-6
下関市赤間町9-7
下関市細江町3-3-1-1F
下関市中之町9-1
下関市田中町1-13
下関市細江町2-1-9
下関市貴船町2-3-19
下関市上田中町6-1-16
下関市上田中町2-9-3
下関市幸町13-23
下関市田中町7-11
下関市田中町4-6
下関市幸町6-27
下関市本町1-1-18
下関市南部町7-7

083-232-4890
083-233-2415
083-229-3312
083-222-0104
083-232-1155
083-233-0526
083-250-5386
083-235-8608
083-227-0139
083-229-5100
083-224-1363
083-231-7237
083-233-2619
083-228-1105
083-231-7015

アカダ薬局　羽山店
秋本東駅薬局
秋本薬局　シーモール下関店
うしろだ薬局
えのうら薬局　東駅店
㈲コトブキ薬局
しおさい薬局
下関薬剤師会薬局
しらゆり薬局
㈲竹崎薬局
ダリヤ下関薬局
ニック調剤薬局　下関店
のぞみ薬局金比羅店
はるみ薬局
㈲ベル薬局　東駅店

下関市羽山町20-12
下関市後田町1-8-18
下関市竹崎町4-4-8シーモール下関専門店街 5階
下関市後田町2-1-43
下関市羽山町1-1-202
下関市竹崎町3-5-25
下関市筋川町3-7
下関市向洋町1-14-2
下関市上新地町3-1-1
下関市竹崎町1-14-25
下関市上新地町3-3-3
下関市竹崎町1-15-25下関駅前ビル1F
下関市金比羅町2-1 
下関市上新地町1-2-7
下関市羽山町4-1

083-231-3330
083-222-2015
083-228-2336
083-228-0197
083-235-6611
083-232-3314
083-250-9113
083-250-5020
083-235-4109
083-232-0680
083-228-2770
083-250-6216
083-228-0820
083-233-2323
083-231-3088

アカダ薬局　新下関店
あずさ薬局
いちのみや薬局
エスマイル薬局　新下関店
下関在宅支援薬局
しろくま薬局
すみれ薬局

下関市秋根南町1-2-7
下関市秋根南町2-3-7 
下関市一の宮町4-1-21
下関市秋根西町1-7-24 
下関市秋根南町2-3-1 
下関市一の宮町3-11-2
下関市秋根本町2-10-7

083-257-2814
083-256-0656
083-257-0870
083-227-4173
083-227-2198
083-249-5100
083-257-4711

エーデル薬局　豊田店
菊川薬局
木屋川薬局
なでしこ薬局
フラワー薬局　菊川店
フラワー薬局ほたるの里店
㈲マリモ薬局

下関市豊田町殿敷1810-3
下関市菊川町大字下岡枝374-7
下関市豊田町大字中村5
下関市菊川町大字田部字森1202-3 
下関市菊川町大字田部宇上ヶ道1141-17
下関市豊田町大字矢田220-3
下関市菊川町下岡枝173-1

083-766-2313
083-287-2515
083-766-0141
083-287-0051
083-288-1488
083-767-0491
083-287-1717

岡村薬局　滝部店
さつき薬局
タケヒロ薬局
みずき薬局

下関市豊北町大字滝部3399の12
下関市豊北町大字阿川3795-3
下関市豊北町滝部3395-2
下関市豊北町大字神田上2758の2

083-782-1721
083-786-5066
083-784-0567
083-788-5921

下関市

川棚薬局
サルビア薬局
篠原薬局
篠原薬局川棚店
豊浦いずみ薬局
豊浦薬剤師会支援センター薬局
湯玉駅薬局
蘭ファーマシー

下関市豊浦町大字川棚7287の1
下関市豊浦町大字吉永1733-5 
下関市豊浦町小串7-7
下関市豊浦町大字川棚6927-4
下関市豊浦町黒井伏付697-26
下関市豊浦町大字小串10008-175
下関市豊浦町大字宇賀字古神田7437の2
下関市豊浦町川棚6919-1

083-772-4647
083-772-0300
083-772-3624
083-772-0368
083-774-0177
083-772-4590
083-776-0820
083-774-3550



アイテル薬局　山の田店
アクア薬局
大野薬局
㈲くれない薬局
ひまわり薬局　生野店
ミドリ薬局
もみの木薬局

下関市山の田本町6-4 
下関市武久町1-14-16
下関市幡生本町1-13
下関市武久町2-55-5
下関市生野町2-34-11
下関市山の田本町1-1
下関市生野町2-27-3

083-252-3434
083-250-6403
083-252-3706
083-255-3311
083-251-4515
083-254-2266
083-255-8420

㈲江の浦薬局
健和薬局　江の浦店
サンキュードラッグ　彦島中央薬局
パワフル薬局
彦島薬局
本村中央薬局
ゆう薬局

下関市彦島江の浦町1-5-2
下関市彦島江の浦町3-5-8
下関市彦島本村町7-3-9
下関市彦島江の浦町9-7-5
下関市彦島角倉町1-11-27
下関市彦島本村町4-1-2
下関市彦島江の浦町1-7-2 登根ビル1F 

083-266-8579
083-261-5888
083-261-5239
083-267-8026
083-266-3193
083-267-5911
083-227-3146

エスマイル薬局　松小田店
オリーブ薬局　長府店
かずき薬局
関門薬局
こくりつ薬局
さくら薬局　長府店
城下町つばき薬局
そうごう薬局　長府店
珠の浦薬局
西日本ファーマシー
㈲藤井薬局
㈲藤井薬局　中土居支店
松小田薬局
ワイズ薬局

下関市長府松小田本町521-3 
下関市長府中六波町300-1 
下関市長府江下町1-26
下関市長府外浦町2-20
下関市長府外浦町2-20
下関市長府南之町3-32
下関市長府南之町3-34 
下関市長府南之町2-27
下関市長府珠の浦町1-14
下関市長府中之町2-6
下関市長府金屋町4-15
下関市長府中土居北町4-6
下関市長府松小田本町5-13
下関市長府東侍町5-6

083-227-4805
083-227-2136
083-250-8833
083-241-0222
083-241-0038
083-245-8439
083-241-2340
083-241-0061
083-246-5447
083-245-5999
083-245-0019
083-246-3481
083-242-8193
083-246-1235



アップル薬局
かじくり薬局
きさらぎ薬局
大学堂薬局　梶栗店
パワフル薬局　横野店
れんげ薬局

下関市梶栗町2-2-17 
下関市梶栗町3-7-7 
下関市安岡駅前1-4-22
下関市梶栗町3-7-1
下関市横野町3-14-32
下関市大字蒲生野字宮の脇631-1

083-259-7008
083-262-1288
083-262-0480
083-258-3344
083-262-2552
083-259-8100

あすなろ薬局
㈲有佐薬局
かわさき薬局
くるみ薬局
健和薬局
新くわのやま薬局　王司店
だんしん薬局
はすの実薬局
パワフル薬局　小月店

下関市小月茶屋2-1-18
下関市小月駅前1-6-27
下関市小月駅前1-2-45
下関市清末鞍馬3-4-9
下関市王司本町1-17-21
下関市王司上町1-8-9
下関市王司上町5-8-17
下関市清末鞍馬3-5-12-2 
下関市小月茶屋1-8-20

083-282-4321
083-282-4666
083-282-0256
083-281-3963
083-248-5348
083-248-3957
083-248-2442
083-227-2133
083-250-8626

あおぞら薬局
秋本薬局綾羅木店
いちのみや熊野薬局
いちのみや薬局　勝山店
㈲川中薬局
サンキュードラッグ　綾羅木薬局
サンキュー薬局　綾羅木本町店
㈲杉山薬局
そうごう薬局　下関店
そうごう薬局　新下関店
菜の花薬局
ニック調剤薬局　豊町店
のぞみ薬局伊倉店
㈲稗田薬局
まさむね薬局

下関市綾羅木本町5-1-14
下関市綾羅木本町4-8-28
下関市熊野町1-7-5
下関市大字有冨167-1
下関市川中豊町7-12-13
下関市古屋町1-11-1
下関市綾羅木本町5-12-17
下関市川中豊町7-1-36
下関市川中豊町7-14-6 N1ビル1F
下関市伊倉新町1-2-6
下関市垢田町1-23-12
下関市川中豊町7-2-20
下関市伊倉新町4-2-14 
下関市稗田北町13-37
下関市綾羅木本町2-4-22

083-255-3633
083-254-4415
083-250-1888
083-263-3358
083-255-5557
083-250-1339
083-251-1339
083-242-2530
083-251-6051
083-255-1151
083-251-2787
083-255-6380
083-227-2222
083-254-6220
083-249-5997


