
連番
都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
（市郡区以降）

電話番号 FAX番号 開局時間
時間外対応

の有無
時間外の電話番号

研修を修了
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薬剤師数

研修を修了した
薬剤師氏名

1 40 福岡県 ほしの薬局大里店 800-0024
北九州市門司区大里戸ノ上２－４

－２８
093-372-6933 093-372-6933

平日：9:00～18:00
土曜日：9:00～12:30

無 2 岩井　聡、松尾　光紗

2 40 福岡県 萩ヶ丘調剤薬局 800-0024
北九州市門司区大里戸ノ上２－３

－２９
093-372-8338 093-372-8338

月～水、金【9:00-12:30,14:30-
17:50】

木、土【9:00-12:30】
日、祝【休み】

無 1 赤池　一翔

3 40 福岡県 株式会社別院通り薬局 800-0037 北九州市門司区原町別院18-6 093-382-6622 093-382-0505
月火水木金土の午前は8：00～12：
30　月火木金の午後は14：00～18：

00　水の午後は14：00～16：00
有 090-9474-2444 1 高比良　享

4 40 福岡県 サンキュードラッグ社ノ木薬局 800-0054 北九州市門司区社ノ木１－１６－６ 093-382-3539 093-382-3921
平　　　日：9:00～19:00
土　曜　日：9:00～19:00
日曜・祝日：9:00～18:00

有 093-382-3539 1 柴田　泰成

5 40 福岡県 さくら薬局門司店 800-0057 北九州市門司区大里新町３－９ 093-381-1396 093-381-1395
平　　　日9:00～21:00
土  曜  日9:00～21:00
日曜・祝日9:00～18:00

有 093-381-1396 3
下田　知明、小田　稜子、城島　菜

央

6 40 福岡県 新生堂薬局下曽根店 800-0226
北九州市小倉南区田原新町３－６

－３
093-474-3327 093-474-3328

平日:9:00～19:00､土:9:00～18:00､
日･祝:休

有 080-8559-5923 1 宗　優里

7 40 福岡県 さくら薬局九州労災病院前店 800-0229
北九州市小倉南区曽根北町２－３

０
093-474-9650 093-474-9651

平　　　日：8:30～18:00
土　曜　日：8:30～12:30

有 093-474-9650 2 池田　麻貴、森岡　美行

薬局 薬剤師

オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬剤師及び薬局の一覧
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8 40 福岡県 株式会社貫薬局 800-0237
北九州市小倉南区中貫１－２０－３

６
093-472-1088 093-472-2895

平　　　日：9:00～18:00
土　曜　日：9:00～12:00

有 093-472-1088 1 前田　恵理子

9 40 福岡県 株式会社アガペ小倉南薬局 800-0257 北九州市小倉南区湯川１－３－２１ 093-951-8377 093-951-8378
月･火･水･金 8:45～17:45

木･土 8:45～12:45
有 080-3987-6360 2 澁谷　昌芳、待井　洋子

10 40 福岡県 有限会社ＴＥＫあじさい薬局 800-0352 京都郡苅田町富久町２－９－２２ 093-435-2272 093-435-2273

平　　　日：9:00～18:00
土　曜　日：9:00～16:00（第2第4土

曜日は13:00まで)
有 080-8586-7790 2 熊谷　奈穂、長濱　英恵

11 40 福岡県 門司港薬局 801-0852 北九州市門司区港町３－１２ 093-322-1221 093-322-1222
平日9:00～13:00､14:00～18:00､

木･土曜日9:00～13:00
無 1 坂下　真由美

12 40 福岡県 堺町調剤薬局 802-0005 北九州市小倉北区堺町２－１－１ 093-551-5737 093-551-4931
平  日：8:00～18:00
土曜日：8:00～13:00

有 093-551-5737 1 宮本　敏行

13 40 福岡県 ゆうしん薬局下富野店 802-0023
北九州市小倉北区下富野５－２６

－２６
093-513-7788 093-513-7787

月水金9:00～18:00 火9:00～19:00
木8:30～16:30 土9:00～13:00

有 090-6633-7892 1 神原　幸司

14 40 福岡県 さくら薬局大畠店 802-0026 北九州市小倉北区大畑１－７－２５ 093-521-1396 093-521-1397
月･火･水･金9:00～18:00

木9:00～17:00
土:9:00～13:00 日･祝:休み

有 093-521-1396 2 首藤　健一、山内　和歌子
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15 40 福岡県 まごころ薬局 802-0073 北九州市小倉北区貴船町３－７ 093-941-6656 093-482-2525
平日､第土曜日:9:00～18:00､

土曜 9:00～13:00
有 080-9244-5078 1 有吉　大悟

16 40 福岡県 タカラ薬局香春口 802-0083 北九州市小倉北区江南町２－２９ 093-922-3038 093-967-3534

月木:　8:30～18:00、
火金:　8:30～19:00、
水:　8:30～11:45、
土:　8:30～13:00

無 2 原　禎博、荻田　麻衣

17 40 福岡県 薬局メディックス 802-0084
北九州市小倉北区香春口１－１３

－１－２０２
093-921-7007 093-921-7111

平　　　日：9：00～19：00
土　曜　日：9：00～17：00

有 2 藤田　祐香、谷　康平

18 40 福岡県 三萩野中央薬局 802-0085 北九州市小倉北区吉野町１０－３０ 093-923-4085 093-923-4095
平　日：9:00～18:00
土曜日：9:00～13:00

無 1 宮﨑　衣津子

19 40 福岡県 サンキュー薬局小倉南調剤センター 802-0803
北九州市小倉南区春が丘１０－１３

３
093-932-5539 093-932-5545

平　　　日8:30～17:30
土　曜　日8:30～17:30
日曜・祝日8:30～17:30

有 080-4067-7375 1 林　隆一

20 40 福岡県 さくら薬局横代店 802-0821
北九州市小倉南区横代北町１－３

－４
093-963-8737 093-963-8738

平　　　日：9:00～18:00
土　曜　日：9:00～13:00

有 093-963-8737 1 森　岳志

21 40 福岡県 小倉セントラル薬局北方店 802-0841 北九州市小倉南区北方1丁目6-12 093-921-0095 093-921-0095
平日8:30～17:30  土日祝:9:00～

17:30
無 2 村﨑　文香、内田　登志彦
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22 40 福岡県 徳力団地薬局 802-0975
北九州市小倉南区徳力団地２－３

－
093-482-3850 093-482-3860

平　日：9：00～18：00
土曜日：9：00～13：00

日曜・祝日：休み
有 090-2512-7876 1 丹原　直人

23 40 福岡県 有限会社蒲生調剤薬局 802-0978 北九州市小倉南区蒲生５－２－４ 093-961-1403 093-961-1430
月・火・木・金   9:00～18:00
水・土　　　　   9:00～13:00

有 093-961-1403 2 髙瀬　真悟、髙瀬　晶子

24 40 福岡県 青空こども薬局 802-0981
北九州市小倉南区企救丘４－１５

－２２
093-964-8511 093-964-8512

平日:9:00～18:30 土曜日:9:00～
14:30

有 093-964-8511 2 吉竹　進、川原　香織

25 40 福岡県 西日本調剤センター薬局 803-0814 北九州市小倉北区大手町１３－４ 093-592-0511 093-592-1206 24時間365日開局 有 093-592-0511 4
西田　光、阿津坂　晋弥、住吉　亜

紀、岡島　智佳子

26 40 福岡県 有限会社まさき薬局緑ケ丘店 803-0827
北九州市小倉北区緑ヶ丘１－１－２

３
093-581-8851 093-571-8427

平　　　日：9:00～18:00
土　曜　日：9:00～15:00

有 093-581-8851 1 正木　秀達

27 40 福岡県 ぱんだ薬局 803-0835 北九州市小倉北区井堀３－１－１１ 093-583-7787 093-583-7789
月・火・木・金曜９時～１８時　水曜
日8時３０分～１６時３０分　土曜日

９時～１３時
無 1 名倉　万美子

28 40 福岡県 りんどファーマシー 803-0846
北九州市小倉北区下到津１－４－

１１
093-967-0920 093-967-0921

平　日　9:00～18:00
水・土　9:00～13:00

有 093-967-0920 1 岩井　史郎
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29 40 福岡県 千代丸薬局一枝店 804-0021 北九州市戸畑区一枝３－１－５ 093-873-8288 093-873-8288
月～金）９:00～18:00 土）9:00～

13:00
日祝）休み

無 1 山尾か　洸惠

30 40 福岡県 ほしの薬局 805-0008 北九州市八幡東区枝光本町６－７ 093-671-2785 093-671-2785
平　　　日：9:00～18:00
土　曜　日：9:00～13:00

有 090-8832-1184 1 立石　圭有子

31 40 福岡県 八幡薬剤師会薬局 805-0059 北九州市八幡東区尾倉２－６－２２ 093-663-2721 093-663-2722 365日24時間営業 有 093-663-2721 3
松田　健、国友　美穂、桑野　由佳

理

32 40 福岡県 まつお起命堂薬局 805-0061
北九州市八幡東区西本町４－１－

１
093-671-0863 093-671-2225

平　　　日：9:00～18:00
土　曜　日：9:00～18:00

日   曜 ：休み
有 093-671-0863 1 松尾　明子

33 40 福岡県 サンキュー薬局陣山店 806-0012 北九州市八幡西区陣山２－６－２ 093-482-7539 093-482-7540
平  日：9:00～18:00
土曜日：9:00～18:00

日曜・祝日：9:00～18:00
有 093-482-7539 1 山村　優

34 40 福岡県 ひきの調剤薬局 806-0067 北九州市八幡西区引野１－２－１４ 093-644-6616 093-644-6618
平日　9:00～18:30
土曜　9:00～14:00

有 093-644-6616 2 岩光　直哉、山田　美耶

35 40 福岡県 さくら薬局水巻店 807-0051 遠賀郡水巻町立屋敷１－１４－５２ 093-203-1811 093-203-1822

平日:9:00～19:00（18:00～19:00は
当番）

土曜:9:00～18:00
日曜祝日:9:00～18:00(当番）

無 2 井神　勝成、丸木　隆二
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36 40 福岡県 さくら薬局水巻南店 807-0053 遠賀郡水巻町下二東１－４５５－１ 093-202-0727 093-202-0728
月火水金：9：00～18：00

木土：9：00～13：00
有 093-202-0727 1 北村　真菜

37 40 福岡県 サンキュードラッグ千代ヶ崎薬局 807-0803
北九州市八幡西区千代ヶ崎２－２

－２４
093-693-2138 093-693-0501 年中無休　9:00～23:00 有 093-693-2138 3

高橋　俊輔、石兼　美和、南野　武
弘

38 40 福岡県 サン薬局 807-0803
北九州市八幡西区千代ヶ崎２－１

－１１
093-691-0119 093-691-6500

月～金9：00～20：00
土9：00～18：00

有 080-8370-0119 3 坂井　浩、脇園　祐莉、花田　雄一

39 40 福岡県 タカサキ薬局産医大前店 807-0803
北九州市八幡西区千代ケ崎2-2-

16
093-693-1799 093-693-1798 平日 8:30～18:00 有 4

重松　舞里絵、山本　悦生、宗　晃
平、鎌矢　直子

40 40 福岡県 脇園薬局 807-0803
北九州市八幡西区千代ケ崎3-13-

30
093-602-0111 093-602-7337 平日9:00～18:30 土曜9:00～15:00 無 1 貫　茜

41 40 福岡県 さくら薬局折尾店 807-0825 北九州市八幡西区折尾４－８－１０ 093-980-6118 093-980-6119
月火水金:8:30～18:30

木:8:30～17:00　土:8:30～12:00
有 093-980-6118 1 下原　杏平

42 40 福岡県 はちまん薬局 807-0828 北九州市八幡西区友田１－１０－３ 093-603-2266 093-692-1414
平　　　日：9:00～19:00
土　曜　日：9:00～19:00

有 090-5498-3987 1 久保山　慎一
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43 40 福岡県 新生堂薬局則松店 807-0831 北九州市八幡西区則松２－８－４３ 093-695-1121 093-695-1122
月水金 10:00～21:00
火木土 10:00～17:30

有 093-695-1121 1 坂田　将孝

44 40 福岡県 山万田薬局 807-0843
北九州市八幡西区三ケ森１－３－

４
093-612-8333 093-612-8333

月・火・水・金：8：30～18：00
木・土　曜　日：8：00～12：30

日曜・祝日：休み
有 090-4516-9223 1 山田　憲昌

45 40 福岡県 有限会社三喜薬局 807-0843 北九州市八幡西区三ヶ森３－２－３ 093-613-2191 093-613-2191
平　日:9:00～18:00
土曜日:9:00～13:00

有 093-613-2191 1 有吉　俊二

46 40 福岡県 株式会社サン薬局里中薬局 807-0846 北九州市八幡西区里中３－９－２ 093-601-0119 093-601-0180
平　 日：9：00～18：00
土曜日：9：00～12：30

日曜・祝日：休み
無 1 花田　彩絵

47 40 福岡県 新生堂薬局永犬丸店 807-0856 北九州市八幡西区八枝５－４－３ 093-616-2163 093-616-2164
平日：9：00～19：00

土曜日：9：00～18：00
日曜・祝日：休み

有 090-8503-1156 1 澤　百合子

48 40 福岡県 八幡西調剤薬局 807-0856 北九州市八幡西区八枝３－１２－１ 093-695-0777 093-695-0778
月･火･水･金9'-18'､木9'-17'､土9'-

13'
無 1 山本　剛

49 40 福岡県 平成薬局 807-0856 北九州市八幡西区八枝１－７－３１ 093-693-5878 093-693-5877 月～金9:00～18:00　土9:00～13:00 無 5
髙木　佳菜、松田　真理子、永友

ひろみ、大場　崇、浦　志帆



連番
都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
（市郡区以降）

電話番号 FAX番号 開局時間
時間外対応

の有無
時間外の電話番号

研修を修了
した

薬剤師数

研修を修了した
薬剤師氏名

薬局 薬剤師

オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬剤師及び薬局の一覧

50 40 福岡県 学園台薬局 807-0871
北九州市八幡西区浅川学園台３－

１０－９
093-601-9596 093-601-9606

月・火・木・金：9：00～19：00
水：9：00～18：30
土：9：00～18：00

有 093-601-9596 1 成重　賢司

51 40 福岡県 日本調剤医生ヶ丘薬局 807-0874
北九州市八幡西区大浦1丁目13-

21
093-695-1120 093-695-1130 平日9:00～18:00 土曜9:00～13:00 無 1 松田　京子

52 40 福岡県 とも調剤薬局 807-1114
北九州市八幡西区吉祥寺町９－３

８
093-618-9301 093-618-9302

平　　　日：9:00～17:00
土　曜　日：9:00～12:30

有 093-618-9301 2 海本　美和、平松　伶香

53 40 福岡県 海岸通り薬局 808-0034
北九州市若松区本町２－１６－１６

－１０２
093-482-8171 093-482-8172 平日:9:00～18:00 無 1 井原　由紀子

54 40 福岡県 大賀薬局天神ビル店 810-0001
福岡市中央区天神２－１２－１　天

神ビル１Ｆ
092-721-3208 092-735-4115

平日9:00～18:30　土9:00～14:00
日・祝休み

無 1 笹川　嵩孔

55 40 福岡県 薬局白十字 810-0001 福岡市中央区天神２－９－１０４ 092-771-8921 092-771-8923 平日土日祝:9:30-19:30(元日休み) 無 5
白木　浩一、白木　享子、坂本　祐

子、穴井　明子、平瀬　貴子

56 40 福岡県 新生堂薬局薬院八千代ビル店 810-0004
福岡市中央区渡辺通２－６－１２

八千代ビルＹＡ５５　１階
092-713-5010 092-713-5055

平　日9:00～19:00
土曜日9:00～13:30

有 092-713-5010 1 横田　麻美子



連番
都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
（市郡区以降）
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時間外対応
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時間外の電話番号

研修を修了
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薬剤師数
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薬局 薬剤師

オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬剤師及び薬局の一覧

57 40 福岡県 福神調剤薬局天神南店 810-0004 福岡市中央区渡辺通２－３－１９ 092-732-7177 092-732-7274
(月)～(金)9:00～18:00(土)9:00～

13:00
無（相談に
応じます）

092-732-7177
（転送）

1 武富　理恵

58 40 福岡県 ドレミ薬局 810-0011 福岡市中央区高砂１－８－８ 092-405-0333 092-405-0334
月･火･木･金9:00～18:00

水･土:9:00～18:00
有 070-5697-7529 3

田城　涼子、田口　三恵、成田　憲
史

59 40 福岡県 株式会社アガペ薬院薬局 810-0012 福岡市中央区白金１－２０－３ 092-406-9501 092-406-9502
月･水･金9:00～19:00

火.木9:00～18:00 土9:00～15:00
無 1 向井　咲希子

60 40 福岡県 薬局白十字福岡駅南口支店 810-0021 福岡市中央区今泉１－２４－１ 092-741-8912 092-741-8918
平　　　日：9：30～19：30
土　曜　日：9：30～14：30

日曜・祝日：休み
無 3

片村　宜弘、地頭薗　愛、水原　香
織

61 40 福岡県 さくら薬局薬院店 810-0022
福岡市中央区薬院１－５－１１－５

Ｆ
092-736-6077 092-714-7337

平  日11:00～19:00
(木曜日　11:00～14:00)

土曜日11:00～14:00
日曜・祝日休み

無 1 多々良　太満

62 40 福岡県 タカラ薬局薬院 810-0022
福岡市中央区薬院２－６－８－１０

１
092-739-0072 092-739-0078

平日　9:00～18:00
土曜　9:00～18:00

無 2 伊東　里絵、宮野　美幸

63 40 福岡県 セジマ調剤薬局薬院 810ｰ0022 福岡市中央区薬院２－６－１ 092-762-2130 092-762-2132
平日9:00～18:00、土曜9:00～

13:00、日祝休み
無 1 田頭　仁美



連番
都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
（市郡区以降）
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オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬剤師及び薬局の一覧

64 40 福岡県 和光薬局 810-0044 福岡市中央区六本松１－６－５ 092-781-5657 092-761-5883
平　　　日：9：00～18：00
土　曜　日：9：00～13：00

日曜・祝日：休み
無 1 小松　礼佳

65 40 福岡県 ﾂﾙﾊ薬局ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ六本松店 810-0045 福岡市中央区草香江２－１－１ 092-401-1790 092-401-1791
9:00-19:00

 第4日曜日9:00-12:00
無 3

佐々木　英哲、松下　武志、力武
桃菜

66 40 福岡県 さくら薬局ももち店 810-0064 福岡市中央区地行３－２７－２７ 092-753-8702 092-753-8703

月・火・水・金曜日：9：00～18：00
木曜日：9：00～13：00
土曜日：9：00～16：00
日曜日・祝日：休み

無 1 日髙　静

67 40 福岡県 福岡市薬剤師会薬局百道店 810-0065 福岡市中央区地行浜１－７－１０ 092-731-4193 092-731-4155
平　　　日：8:30～18:00
土　曜　日：9:00～12:00

有 090-7986-7236 2 鬼塚　麻美、草場　健司

68 40 福岡県 タカラ薬局浜の町病院前 810-0072 福岡市中央区長浜１－２－２４ 092-406-2966 092-406-2967
平日　：8:30～18:00
土曜日：8:30～12:30

無 2 畠山　直美、佐々木　宏子

69 40 福岡県 タカラ薬局舞鶴 810-0073 福岡市中央区舞鶴１－６－１－１Ｆ 092-406-3547 092-406-3547

月・水・木・金曜日：9：00～17：00
火曜日：14：00～17：00
土曜日：9：00～13：00

日曜・祝日：休み

無 1 福島　さとみ

70 40 福岡県 さくら薬局アーバンモール新宮店 811-0119 糟屋郡新宮町緑ケ浜４－１０－５ 092-405-0875 092-405-0876
月･火･木･金曜日9:00～18:00

水･土曜日9:00～17:00
有 092-405-0875 2 長　拓郎、石井　綾香
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都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
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71 40 福岡県 さくら薬局新宮中央駅前店 811-0119 糟屋郡新宮町緑ケ浜４－１７－４ 092-410-1194 092-410-1195
月火木金:9:00-18:30 水:9:00-18:00

土:9:00-13:00
有

092-410-
1194(転送)

1 森田　みゆき

72 40 福岡県 ひまわり薬局新宮中学校前店 811-0119 糟屋郡新宮町緑ケ浜４－５－２３ 092-400-5581 092-400-5582
火曜日～土曜日：8:30～17:30
日曜日・祝日・月曜日：休み

無 1 占部　栄子

73 40 福岡県 ひまわり薬局新宮店 811-0121 糟屋郡新宮町美咲２－１２－３ 092-963-5778 092-963-5779
平　日：9:00～18:00
土曜日：9:00～18:00

無 1 松岡　幸子

74 40 福岡県 さくら薬局三苫店 811-0201 福岡市東区三苫３－２－４０ 092-605-5004 092-606-1112
平  日：9:00～18:00
土曜日：9:00～15:00

有 092-605-5004 3
上村　真由美、小川　愛、楠富　伊

織

75 40 福岡県 さくら薬局和白丘店 811-0213 福岡市東区和白２－１１－１３ 092-608-1795 092-608-1796 9:00～18:00 有 092-608-1795 1 堀内　祐里

76 40 福岡県 さくら薬局和白店 811-0213 福岡市東区和白丘２－１－４０ 092-608-1700 092-607-2128 平日9:00～18:00　土曜9:00～13:00 有 092-608-1700 2 松下　隼士、新地　聖子

77 40 福岡県 ひまわり薬局本店漢方館 811-0213 福岡市東区和白丘１－２２－１５ 092-605-0002 092-605-0003
平  日：9:00～20:00
土曜日：9:00～18:00

無 1 三善　幸子
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78 40 福岡県 さくら薬局和白東店 811-0214 福岡市東区和白東１－２４－４５ 092-607-6445 092-607-6446
月～水､金曜日:8:30～18:00､

木曜日:8:30～16:30､
土曜日8:30～13:00

無 1 片山　久美

79 40 福岡県 わんぱく薬局 811-1252 那珂川市五郎丸１－９－１ 092-954-1006 092-954-1006
平日　8:30～18:00
土曜　8:30～12:30

日・祝　休み
無 1 小塚　訓靖

80 40 福岡県 さくら薬局警弥郷店 811-1324 福岡市南区警弥郷１－４－１５ 092-585-8111 092-585-8778
平日：9:00～18:00

木・土曜日：9:00～13:00
有 092-585-8111 2 西川　孝子、藤井　あゆみ

81 40 福岡県 けい薬局 811-1356 福岡市南区花畑３－３３－１０ 092-565-5523 092-400-5510
月-金)8:30～17:30  土)8:30～13:00

日祝)休み
有 090-9657-3912 1 中村　桂子

82 40 福岡県 壮健調剤薬局 811-1365 福岡市南区皿山２－１－２ 092-541-7626 092-541-7636
平日9:00～18:00 土曜日9:00～

13:00
無 3 松尾　晴美、白谷　裕子、深川　泉

83 40 福岡県 ひがし薬局四王寺坂店 811-2103 糟屋郡宇美町四王寺坂１－２９－３ 092-404-7117 092-404-7118
平日  ：9:00～18:00
水曜日：8:30～16:30
土曜日：9:00～13:00

有 092-404-7117 1 榊　弥生

84 40 福岡県 うぐいす薬局 811-2111 糟屋郡須惠町新原232-11 092-932-4800 092-932-4901
平日９時～１７時（火）９時～１９時、

土曜９時～１３時
有

092-932-4800
（転送）

1 田端　晃一
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85 40 福岡県 タカラ薬局仲原 811-2233 糟屋郡志免町別府北１－１４－２６ 092-621-7573 092-621-7573

平　日：9：00～18：30
水曜日：9：00～18：00
土曜日：9：00～13：00

日曜・祝日：休み

無 1 小玉　花那子

86 40 福岡県 タカラ薬局志免 811-2244 糟屋郡志免町志免中央３－６－２１ 092-936-2260 092-936-2393
平　      日：9:00～18:00
土   曜  日 ：9:00～12:00

無 2 牟田　賢司、長井　直哉

87 40 福岡県 とまと薬局 811-2304 糟屋郡粕屋町仲原２５３１－６ 092-624-1771 092-624-1772
月･水･金9～17 火･木9～20

土9～13
日･祝休み

有 092-624-1771 1 財前　輝美

88 40 福岡県 さくら薬局粕屋店 811-2316 糟屋郡粕屋町長者原西４－１１－６ 092-938-3033 092-938-3099
月～土：9:00～21:00
日祝：9：00～17：00

無 5
諸藤　由衣、住吉　万里子、山崎
由佳、野口　純、細川　由紀子

89 40 福岡県 タカラ薬局 内橋 811-2320 糟屋郡粕屋町内橋東２－３－１ 092-938-7788 092-938-7788
平　　　日：8:30～18:00
土　曜　日：8:30～12:30

無 1 林　園美

90 40 福岡県 さくら薬局舞の里店 811-3114 古賀市舞の里３－１７－１１ 092-941-4100 092-943-0120
月火木金曜日　：9:00～18：00
　　　水曜日　：9:00～17：00
　　　土曜日　：9:00～13：00

有 092-941-4100 1 縄田　宗親

91 40 福岡県 クオール薬局古賀店 811-3114 古賀市舞の里3-8-17 092-940-2689 0120-667-806
月火水金:9:00～18:00    木土:9:00

～13:30
無 1 山本　智美
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92 40 福岡県 タカラ薬局舞の里 811-3114 古賀市舞の里３－１５－６ 092-941-1701 092-941-1703
平　日　9:00～18:00
土曜日  9:00～16:00

有 080-4858-2405 1 渡辺　崇

93 40 福岡県 調剤薬局ﾂﾙﾊﾄﾞﾗｯｸﾞ古賀美郷店 811-3119 古賀市美郷２０３ 092-940-2607 092-940-2617
月･火･木･金:9:00～13:00､14:00～

18:30
水:9:00～13:00 　土:9:00～13:30

無 1 中元　祐太

94 40 福岡県 ふくつ調剤薬局 811-3217 福津市中央４－２０－１５ 0940-35-8104 0940-35-8105
月火水金9:00～18:00
木土    　9:00～13:00

無 2 村上　翔、西村　千尋

95 40 福岡県 石津中央薬局 811-3217 福津市中央３－９－１ 0940-42-0056 0940-42-0056 月火水金：9：00～18：00 無 2 澤野　真里代、上村　仁美

96 40 福岡県 すずらん薬局東福間店 811-3221 福津市若木台１－１－１４ 0940-39-3891 0940-39-3895
月･火･木･金8:30～17:30

火･土8:30～12:30
無 1 福島　智法

97 40 福岡県 あおい薬局 811-3304 福津市津屋崎３－１６－１８ 0940-52-6166 0940-52-6122
平　　　日：9：00～18：00
土　曜　日：9：00～13：00

日曜・祝日：休み
有 0940-52-6166 1 高木　義明

98 40 福岡県
一般社団法人宗像薬剤師会会営宗像東

薬局
811-3414 宗像市光岡１２０－１ 0940-37-5060 0940-37-5061

月～金　8:30～17:30
土　    8:30～13:00

有 0940-37-5060 3
北原　理恵、最上　雄史、江頭　美

奈子
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都道府県
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都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
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99 40 福岡県 クローバー薬局 811-3431 宗像市田熊４－５－２ 0940-36-9690 0940-36-9699 8:30～17:30 無 2 黒木　幸治、黒木　美子

100 40 福岡県 まんまる薬局(東郷調剤センター店) 811-3431 宗像市田熊４－２－５ 0940-34-2315 0940-34-2314
月～金 9:00-18:00

土 9:00-16:00
有 0940-34-2315 4

阪口　尚登、髙橋　理香、中島　久
法、猿渡　太一

101 40 福岡県
一般社団法人宗像薬剤師会会営宗像セ

ンター薬局
811-3431 宗像市田熊５－５－１ 0940-34-8081 0940-34-8085

平日：0:00～6:00　9:00～18:00
19:30～24:00

土曜日：0:00～6:00　18:00～24:00
日曜・祝日：0:00～24:00

有 0940-34-8081 8

馬場　渉、石川　裕史、根津　智
紀、石松　亜由美、佐伯　拓哉、江
藤　実緒、大塚　ちよみ、越智　博

之

102 40 福岡県 有限会社宗像調剤薬局南店 811-4163 宗像市自由ヶ丘９－１－２ 0940-39-8383 0940-33-8383
平　　　日　：9:00～18:00
土・水曜日　：9:00～13:00

有 090-3609-5651 3
御領園　京子、中野　和博、安東

恵津子

103 40 福岡県 さくら薬局遠賀店 811-4303 遠賀郡遠賀町大字今古賀631-6 093-293-9145 093-293-9146
月・火・木・金：9:00～18:00　水：9:00

～13:00　土：9:00～15:30
有 093-293-9145 1 田中　千絵

104 40 福岡県
社団法人遠賀・中間薬剤師会センター薬

局
811-4342 遠賀郡遠賀町尾崎１７１６－２ 093-281-3351 093-281-3350

平日　　　　9:00～18:00
土曜・日曜・祝日：休み

無 1 関川　左織

105 40 福岡県 タカラ薬局博多駅前 812-0011
福岡市博多区博多駅前３－２５－２

１－１Ｆ
092-451-4355 092-451-4355

平　　　日：9:00～18:00
土　曜　日：8:30～13:00

有 080-4872-2198 2 薬師神　壮、今給黎　亮良
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106 40 福岡県 博多調剤薬局 812-0011 福岡市博多区博多駅前１－５－１ 092-472-1208 092-472-1208
月火木金8:30～17:00　水8:30～

13:00　第1･3土9:30～13:00
第2･4土曜、日祝日休み

有 090-8397-4448 1 塚田　亮子

107 40 福岡県 新生堂薬局筑紫口店 812-0012
福岡市博多区博多駅中央街５－１

４
092-433-5720 092-433-5721

平　　　日：9:30～19:00
土　曜　日：9:30～13:00

無 1 片渕　梨紗

108 40 福岡県 メディポリ薬局博多南店 812-0016 福岡市博多区博多駅南６－１－９ 092-477-5115 092-477-5116
月・火・木・金曜日　9：00～18：30
水曜日・土曜日　9：00～13：00

日曜日・祝日　休み
無 2 黒田　英里、川口　美弥

109 40 福岡県 パピヨン薬局 812-0041 福岡市博多区吉塚5₋6₋30 092-260-7695 092-260-7698
平日8：30～17：30　土曜日8：30～

12：30
有 070-8438-1323 1 岸田　義博

110 40 福岡県 マリー薬局 812-0041 福岡市博多区吉塚6-10-10-1 092-623-5501 092-623-8563
月・水・金：9：00～18：30、火：9：00

～17：00、木・土：9：00～13：30　日・
祝日休み

無 1 高倉　剛

111 40 福岡県 オリーブ薬局 812-0044 福岡市博多区千代1-1-68 092-643-5340 092-643-5350
平日9:00～18:00　土曜日9:00～

13:00
有 080-6479-2526 2 山口　隆夫、亀川　美鈴

112 40 福岡県 ちどり薬局 812-0044 福岡市博多区千代5-18-7 092-651-8086 092-641-6890
月8:40～21:00　火～土8:40～20:00

日9:00～20:00
有 092-260-1564 17

田中　梨花、水上　大輝、久　英
男、金城　恵美子、門脇　誠和、加
耒　健太郎、山田　祥慎、田畑　光
祐、小林　範子、木下　美佳、坂口
裕子、松尾　陽子、八尋　由美、松
原　茉央、松山　千鶴、高木　智

子、満生　有希
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113 40 福岡県 タカラ薬局千代 812-0044 福岡市博多区千代３－３－１１ 092-641-0070 092-641-0070

月・火・水・金曜日：9：00～18：00
木曜日：9：00～12：00
土曜日：9：00～16：00

日曜・祝日：休み

無 1 長濱　孝之

114 40 福岡県 誠心堂薬局 812-0044 福岡市博多区千代４－３０－１ 092-651-4464 092-651-4465
平　日：8：30～17：30
土曜日：8：30～12：30

日曜・祝日：休み
有 070-1600-0941 3

髙木　淳一、鎌田　順子、猪尾　歩
未

115 40 福岡県 日本調剤九大前薬局 812-0044 福岡市博多区千代4-30-7 092-643-6681 092-643-6682 平日8:30～19:00 土曜9:00～13:00 有 080-2004-6747 5
近藤　俊樹、金納　千栄子、朝倉
美紗、田中　智枝、渡邊　麻友香

116 40 福岡県 タカラ薬局箱崎 812-0053 福岡市東区箱崎１－５－５ 092-633-3140 092-402-0244
平  日8:30～18:00
土曜日8:30～13:00

無 1 平田　香織

117 40 福岡県 瑠璃薬局 812-0054
福岡市東区馬出２－２２－２３－１０

１
092-642-1818 092-642-1831

平　　　日：9:00～18:00
土　曜　日：9:00～13:00

有 090-3321-9465 2 原口　恵子、本多　順平

118 40 福岡県 シティ薬局浦田 812-0861 福岡市博多区浦田１－１０－１６ 092-504-2659 092-504-2645
平　　　  日 ： 8：30～18：00
土　曜　 日 ： 8：30～13：00

日曜 ・ 祝日： 休み
有 070-5416-2659 2 亀井　好美、木原　太郎

119 40 福岡県 有限会社シティ薬局立花寺 812-0861 福岡市博多区浦田１－３２－１８ 092-985-2115 092-985-2113
平日：8：30～18：00

土曜日：8：30～13：00
日曜　祝日：休み

有 092-985-2115 1 木原　桂子
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120 40 福岡県 ツルハ薬局福岡松島店 812-0062 福岡市東区松島1-40-3 092-624-1847 092-624-1848 平日9:00～18:00 土9:00～14:00 無 1 長渕　颯

121 40 福岡県 タカラ薬局三筑 812-0887 福岡市博多区三筑２－１－５ 092-586-7774 092-586-7774
月･火･水･金:　9:00～18:00、

木･土:　9:00～13:00
無 1 門川　有沙

122 40 福岡県 タカラ薬局那珂 812-0893 福岡市博多区那珂１－１７－１ 092-292-3990 092-292-3990
平日　　8:30～18:00
土曜日　8:30～13:00

無 1 中島　康敬

123 40 福岡県 株式会社アガペ諸岡中央薬局 812-0894 福岡市博多区諸岡１－２３－１４ 092-588-6260 092-588-6261
平日:　9:00～18:30

土曜日:　9:00～15:00
無 3

馬場　恵里香、大根田　文、岡崎
真理

124 40 福岡県 らいふ薬局志免店 812-2244 糟屋郡志免町志免中央２－４－３ 092-957-3151 092-957-3176
平　日：9:00～18:00
土曜日：9:00～13:00

有 080-8570-1940 2 中村　佳小里、楠原　智佳子

125 40 福岡県 タカラ薬局香椎 813-0005 福岡市東区御島崎２－２－４１ 092-661-1631 092-661-1631
(月～金)9:00～13:30 15:00～18:30

(土)9:00～13:00
無 1 吉川　廣子

126 40 福岡県 タカラ薬局香椎宮前 813-0011 福岡市東区香椎４－１－３１ 092-692-2265 092-692-2265
月・火・木・金曜日：9：00～18：00

水・土曜：9：00～13：00
日曜・祝日：休み

無 1 岡田　英実子
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127 40 福岡県 有限会社オレンジ薬局 813-0012 福岡市東区香椎駅東４－２６－５ 092-683-0978 092-683-0977
平  日9:00～18:00
土曜日9:00～13:00

無 2 牛尾　啓子、松尾　友紀

128 40 福岡県 アガぺ香椎薬局 813-0013
福岡市東区香椎駅前１－１２－２－

１Ｆ
092-719-1807 092-719-1808

平　　　日：9:00～18:30
土　曜　日：9:00～13:30

有 092-719-1807 2 ディバナディ　綾子、村田　峰生

129 40 福岡県 ドレミ薬局香椎店 813-0013
福岡市東区香椎駅前１－１１－１

えきマチ１丁目香椎３Ｆ
092-663-5918 092-663-5920

平日   9:00～19:30
土　   9:00～19:00
日・祝10:00～19:00

無 4
國丸　美樹、中村　容子、江藤　理

花、別府　絢子

130 40 福岡県 株式会社ユーウッドみずほ薬局 813-0013 福岡市東区香椎駅前2-10-10 092-672-3624 092-674-3625
平日8：30～20：00　土8：30～13：30

日祝 休み
無 1 野口　千奈美

131 40 福岡県 こじか薬局 813-0014
福岡市東区香椎台１－５－１１－１

Ｆ
092-692-9812 092-692-9816

平　　　日：9：00～18：00
土　曜　日：9：00～13：00

日曜・祝日：休み
有 092-692-9812 1 鳥越　友彰

132 40 福岡県 香椎台調剤薬局 813-0014 福岡市東区香椎台１－６－８ 092-683-0747 092-683-0747
平　　　日：9:00～18:00
土　曜　日：9:00～13:00

有 090-7989-5230 1 小西　秀平

133 40 福岡県 有限会社ハート薬局 813-0025 福岡市東区青葉２－１３－２ 092-691-6632 092-691-6632
平　　　日：8:30～18:00
土　曜　日：8:30～12:30

有 050-3717-0810 1 竹野　将行



連番
都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
（市郡区以降）

電話番号 FAX番号 開局時間
時間外対応

の有無
時間外の電話番号

研修を修了
した

薬剤師数

研修を修了した
薬剤師氏名

薬局 薬剤師

オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬剤師及び薬局の一覧

134 40 福岡県 楠葉堂薬局 813-0031 福岡市東区八田２－２１－３０ 092-691-4721 092-691-4721
平　　　日：9:00～18:00
土　曜　日：9:00～13:00

無 2 楠本　哲也、楠本　聖子

135 40 福岡県 新生堂薬局土井店 813-0032 福岡市東区土井１－１７－１０ 092-691-6155 092-691-6163
平  日：9:00～19:00
土曜日：9:00～18:00

無 1 左座　信貴

136 40 福岡県 有限会社松崎調剤薬局 813-0036 福岡市東区若宮5-19-17 092-662-5585 092-662-5585
平日8:30～18:00  土曜日8:30～

17:00
無 1 津﨑　宏

137 40 福岡県 さくら薬局水谷店 813-0041 福岡市東区水谷１－１９－１６ 092-682-5455 092-682-5507
平　日　9:00～18:00
土曜日　9:00～13:00

有 092-682-5455 2 寺田　由紀子、柿坂　志奈子

138 40 福岡県 ナカノ薬局 813-0042 福岡市東区舞松原１－８－１ 092-674-1770 092-674-1780
月～金　9:00～18:00 
土曜日　9:00～12:00

有 090-1363-4554 2 中野　達也、近藤　淳子

139 40 福岡県 タカラ薬局千早 813-0044 福岡市東区千早２－３１ 092-674-3188 092-674-3178
平日8:30～18:00
土曜8:30～12:30

日祝日 休み
無 2 脇園　麻里、木原　裕子

140 40 福岡県 マリア薬局 813-0044 福岡市東区千早１－８－１３ 092-672-1294 092-672-1303
月･水･金9:00～20:00､

火･木9:00～18:00､土9:00～13:00､
日･祝日休み

有 092-672-1347 2 小金丸　亮二、庄　裕美子
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141 40 福岡県 みどり調剤薬局 813-0044 福岡市東区千早５－２０－１ 092-683-1316 092-683-1317
平　　　日：9:15～18:15
土　曜　日：9:15～14:15

有 092-683-1316 3
吉田　健、石井　純子、久々宮　準

子

142 40 福岡県 タカラ薬局西新 814-0002
福岡市早良区西新2丁目1-10西新

パレス1階
092-846-0029 092-846-0029 火木金9:00～18:30 水9:00～15:00 無 1 水之江　来夢

143 40 福岡県 福神調剤薬局藤崎店 814-0013
福岡市早良区藤崎１－２４－１９－

１階
092-285-1736 092-983-5660

平日：9:00～18:00
土曜：9:00～17:00

無 1 古賀　充

144 40 福岡県 藤島調剤薬局 814-0015 福岡市早良区室見2丁目12-3-1 092-846-3459 092-846-3459
平日：9:00～18:00    土：9:00～

14:00    日祝：休み
無 1 藤島　一寿

145 40 福岡県 タカラ薬局原 814-0022 福岡市早良区原１－３０－３５ 092-832-4688 092-832-4699
月･火･水･金8:30～17:30､

木･土8:30～13:00
無 1 戸川　千珠子

146 40 福岡県 タカラ薬局原中央 814-0022 福岡市早良区原６－２９－４０ 092-407-8089 092-407-8089
月・火・木・金 9:30～18:00
水・土曜日　　 9:30～13:00

無 1 三島　啓子

147 40 福岡県 ラララ薬局 814-0032 福岡市早良区小田部４－７－１９ 092-832-3383 092-832-3382
平　　　日：8:30～17:30
土　曜　日：8:30～13:00

無 2 落合　寿史、宮本　綾子
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148 40 福岡県 裕生堂薬局室見店 814-0032 福岡市早良区小田部６－１１－２４ 092-832-8577 092-832-8600
月～金8：30～17：30

土8：30～13：00
有 070-1420-7426 1 根本　清彦

149 40 福岡県 調剤薬局ツルハドラッグ小田部店 814-0032 福岡市早良区小田部7丁目16-1 092-852-2210 092-852-2211
平日:9:00-18:00(休憩:13:00-

14:30)、土曜:9:00-12:45、休日:水
曜、日曜日、祝日

無 1 前原　宏樹

150 40 福岡県 コスモス薬局小田部店 814-0032 福岡市早良区小田部７－８－１７ 092-833-3312 092-833-3313 月～土9:00～19:00 無 1 竹内　絢子

151 40 福岡県 タカラ薬局荒江 814-0101
福岡市早良区荒江２－９－８－１０

１
092-847-2900 092-847-3011

平　　  日：9:00～18:00
土　曜　日：9:00～13:00

無 1 草場　智晴

152 40 福岡県 友神堂薬局友丘店 814-0112 福岡市城南区友丘３－２－９ 092-872-2057 092-872-2058

月火水金：9:00～18:30
　　 木 ：8:30～16:30
　　 土 ：9:00～15:00

日祝日、8月13・14・15日、12月30日
～1月3日

有 090-8357-7891 1 山﨑　博子

153 40 福岡県 さくら薬局片江店 814-0121 福岡市城南区神松寺２－１３－２０ 092-863-2772 092-863-2177
月・火・水・金：9:00～18:00
土曜 　　　   ：9:00～14:00

日・祝日・木曜：休み
無 1 河村　奈津子

154 40 福岡県 有限会社あいざわ薬局 814-0123 福岡市城南区長尾１－１３－２１ 092-861-0040 092-871-3028

平日：9：00～18：00
水曜日：9：00～17：00
土曜日：9：00～17：00

日曜・祝日：休み

有
092－861-0040
（時間外転送）

1 吉野　禎治
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155 40 福岡県 せお調剤薬局 814-0133 福岡市城南区七隈３－４－１３ 092-873-1188 092-873-7937
平　日  8:30～18:00
土曜日  8:30～13:00

有 092-873-1188 3 瀬尾　隆、平山　徹、宮下　佑二

156 40 福岡県 タカラ薬局七隈 814-0133 福岡市城南区七隈４－１１－５ 092-865-3366 092-865-3366
月火水金9:00～18:00

木･土9:00～12:30
無 1 若生　暁子

157 40 福岡県 タカラ薬局福大病院前 814-0133 福岡市城南区七隈７－４２－１２ 092-836-5454 092-836-5453
平日：8：30～18：00

土曜日：8：30～12：30
日曜・祝日：休み

無 1 花薗　佑美

158 40 福岡県 福岡市薬剤師会薬局七隈店 814-0133
福岡市城南区七隈７丁目４２番２５

号
092-872-1818 092-872-1820

月～金）8：30～17：30、
土）9：00～13：00、

日祝）休み
有 090-6892-4747 8

石橋　久、加留部　信介、加藤　正
久、中島　佳彦、金子　絵里奈、松
永　広幹、蛯原　悠介、阪口　真琴

159 40 福岡県 松島薬局 814-0151 福岡市城南区堤２－２１－３ 092-863-6477 092-863-6477
平日 9:00～18:00､

土曜 9:00～15:00 日祭 休み
有 090-1517-0222 1 松島　照幸

160 40 福岡県 薬局すずらんファーマシー 814-0153 福岡市城南区樋井川１－２３－３９ 092-874-7243 092-862-7401
月･火･木･金:　9:00～18:00,

水:　9:00～16:30, 土:　9:00～12:30
有 080-4289-7243 1 大和　由香

161 40 福岡県 きらきら薬局長尾店 814-0153 福岡市城南区樋井川３－１８－６ 092-541-4774 092-541-4766
平日9：00～18：00、土9：00～17：

00、日祝日：休み
有 090-1084-7821 1 岡部　紀臣
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162 40 福岡県 タカラ薬局飯倉 814-0161 福岡市早良区飯倉７－３－６ 092-865-7176 092-865-7176
(月～金)9:00～18:00 (土)9:00～

13:00
無 2 池野　剛史、藤津　佳子

163 40 福岡県 ニック調剤薬局飯倉店 814-0161 福岡市早良区飯倉４－８－５－１ 092-874-1234 092-874-1235
平日9:00～18:00
土曜9:00～13:00

日、祝日休み
有 070-1600-0940 2 田川　都央、由留部　真衣

164 40 福岡県 うさぎ薬局 814-0171 福岡市早良区野芥２－５－１５ 092-862-8774 092-862-8774
月・火・木・金　9:00～18:00

土　9:00～13:00
水曜・日曜・祝日：休み

有 070-8582-5770 1 川原　昂士

165 40 福岡県 よつば薬局田村店 814-0175 福岡市早良区田村５－１６－３８ 092-874-0028 092-874-0029
平　　   日：9:00～18:00
土　曜　日：9:00～13:00

有 092-874-0028 1 石橋　正次

166 40 福岡県
株式会社アシストメディスンかみまち調剤

薬局
815-0032

福岡市南区塩原４－１８－１８　髙
野ビル１Ｆ

092-408-2563 092-408-2564
平    日　9:00～18:00
土曜日    9:00～13:00

有 092-408-2563 2 戸田　江里子、戸田　丈史

167 40 福岡県 薬局白十字塩原店 815-0032 福岡市南区塩原１－４－２２ 092-980-5430 092-982-8912
月火水：9:00～18:00
木土　：9:00～13:00

店休日：日祝
無 1 上村　義子

168 40 福岡県 いずみ薬局 815-0033 福岡市南区大橋４－８－１ 092-562-3055 092-562-3056
月～金:9:00～18:00
土    :9:00～13:30

有 090-9563-7497 1 清水　敦
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169 40 福岡県 スエタ調剤薬局 815-0033 福岡市南区大橋１－２１－９－１Ｆ 092-552-0972 092-552-0972
月～水･金9:00～18:15､

木･土9:00～13:00
有 080-1532-9228 1 古賀　友一郎

170 40 福岡県 さとう薬局 815-0041 福岡市南区野間４－１８－２５ 092-551-3939 092-551-3939
平日9：00～18：30
土曜9：00～13：30
日曜祝日　休み

有 090-3011-0521 1 佐藤　久美

171 40 福岡県 さくら薬局長住店 815-0074 福岡市南区寺塚1-17-6 092-562-6686 092-562-6828
月・火・水・金9：00～18：00、木9：00

～17：00、土9：00～13：00
有 092-562-6686 1 森　巴玲

172 40 福岡県 あけぼの薬局日赤通り店 815-0082 福岡市南区大楠２－３－１０ 092-533-6851 092-533-6853
月～金　8:30～18:00
土　　　9:00～18:00

有 092-533-6851 1 牟田　和代

173 40 福岡県 タカラ薬局平尾 815-0082
福岡市南区大楠２丁目８－２９－１

Ｆ
092-406-7145 092-406-7145 月～土）8：30～18：30　日祝）休み 無 1 吉村　香奈

174 40 福岡県 りんご薬局 815-0082 福岡市南区大楠1-15-20 092-534-1511 092-534-1520
平日(木曜日除く)9:00～17:00  木

9:00～19:30  土9:00～13:00
無 1 内山　純

175 40 福岡県 株式会社モリ薬局 816-0802 春日市春日原北町３－６５ 092-582-5313 092-582-3005
月～金  9:00～19:00
土曜    9:00～14:00

有 090-8288-0844 2 横山　利恵、德永　朝美
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176 40 福岡県 かすがのはな薬局 816-0813 春日市惣利5-14-1 092-589-7707 092-589-7708
月火木金9:00～18:30 水土8:30～

12:30
無 1 八島　羽新

177 40 福岡県 有限会社春日薬局 816-0863 春日市須玖南２－１３６ 092-593-3751 092-593-3835
平　　　日：8:45～18:30
土　曜　日：8:45～13:30

有 092-593-3751 2 隅田　一久、小出　俊輔

178 40 福岡県 コクミン薬局福岡徳洲会病院前店 816-0864 春日市須玖北４－１８ 092-513-5930 092-513-5931 8:30-19:00 無 1 江上　邦彦

179 40 福岡県 タカラ薬局山田 816-0922 大野城市山田２－２－２６ 092-572-6678 092-572-6678
月火木金 8:30～18:00
水・土   8:30～12:30

無 1 畠山　義武

180 40 福岡県 中央薬局つつい店 816-0931
大野城市筒井１－２－１竹下ビル１

Ｆ
092-502-5008 092-502-5009

平日9:00～19:00　土曜日9:00～
17:00　日曜･祝日休み

有 092-502-5008 5
池田　久美子、今井　智之、内海

希代子、堀江　菜穂子、宮﨑　美穂

181 40 福岡県 時札薬局東大利店 816-0941 大野城市東大利１－１４－１５ 092-585-1421 092-585-1421
平　　　　日：9：00～18：00
土　曜　日：9：00～14：00

日曜・祝日：休み
無 1 時札　正文

182 40 福岡県 よつば薬局白木原店 816-0943 大野城市白木原１－１４－１０ 092-588-7500 092-588-7501
平　　　日：9：00～18：00
土　曜　日：9：00～13：00

日曜・祝日：休み
無 1 馬越　廉
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183 40 福岡県 華林堂調剤薬局 816-0983 大野城市月の浦1-26-9 092-595-4134 092-595-5106
平日9:00～18:00 土曜9:00～14:00

日祝休み
有 092-595-4134 1 服巻　幸孝

184 40 福岡県 たちばな調剤薬局津古店 818-0032 筑紫野市大字西小田１０６８－１ 092-927-1437 092-403-7868 9:00～17:15 有 092-927-1437 2 川島　容子、長谷　勝

185 40 福岡県 光が丘調剤薬局 818-0036 筑紫野市光が丘４－４－２ 092-926-5330 092-555-3010
平日：8：30-18：00

土曜日：8：30-14：00
日：8：30-12：30（第2.3.5休み）

有 092-926-5330 1 河邉　貴宏

186 40 福岡県 あけぼの薬局二日市店 818-0056
筑紫野市二日市北２－２－１イオン

二日市店３Ｆ
092-918-8588 092-918-8589

月火水金土曜日：9:00～18:00木
曜　日    ：9:00～17:30

無 1 矢野　須真子

187 40 福岡県 タカラ薬局福大筑紫病院前 818-0067 筑紫野市俗明院１－１－７ 092-555-5603 092-555-5604
年中無休

9:00～21:00
シフト制のためシフトに準ずる

無 2 木寺　未来、江﨑　百香

188 40 福岡県 筑紫薬剤師会薬局二日市店 818-0071 筑紫野市二日市西１－４－１ 092-924-3707 092-921-9698
平      　日：9:00～18:00
土   曜   日：9:00～13:00

有 092-924-3707 2 藤木　成実、桑原　敬子

189 40 福岡県 ハートフル薬局太宰府駅前店 818-0117 太宰府市宰府１－４－２４ 092-408-5644 092-408-5645
平　　　日：9:00～18:00
土　曜　日：9:00～13:00

無 1 田村　理倫
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190 40 福岡県 たちばな調剤薬局五条店 818-0125 太宰府市五条２－５－１７ 092-922-1990 092-922-1984
月火水金　9:00～19:00
木　　　　9:00～18:00
土　　　　9:00～17:30

無 2 安部　洋子、藤岡　弓子

191 40 福岡県 中央薬局おおざの店 818-0134 太宰府市大佐野４－１６－１ 092-918-2015 092-918-2025
平日8:30-18:00 (水曜日17:00ま

で)、土曜日8:30-14:00
有（転送電

話）
092-918-2015 1 竹下　洋平

192 40 福岡県 タカラ薬局向佐野 818-0135 太宰府市大字向佐野44-7 092-555-2066 092-555-2066
月、水、金、9時から18時。火、木、

土9時から14時
無 1 平尾　智玲

193 40 福岡県 あかね薬局すずらん 819-0006 福岡市西区姪浜駅南２－３１－３ 092-895-5861 092-895-5862
平　　　日：8:30～18:30
土　曜　日：8:30～13:00

有 092-895-5861 1 浦　景子

194 40 福岡県 あかね薬局わかば 819-0006 福岡市西区姪浜駅南３－１５－２０ 092-895-2674 092-895-2975
平　　　日：9:00～18:30
土　曜　日：9:00～13:00

有 080-3973-5735 1 浦　寛明

195 40 福岡県 タカラ薬局姪浜駅前 819-0006
福岡市西区姪浜駅南１－４－１８－

１Ｆ
092-883-1021 092-883-1021

平　　　　日：9：00～18：00
土　曜　日：9：00～16：30

日曜・祝日：休み
無 3

江口　正弘、木道　理子、岡村　由
紀子

196 40 福岡県 ヒマワリ薬局 819-0006 福岡市西区姪浜駅南２－１９－２２ 092-892-3014 092-892-3017
月・火・水・金：9:00～20:00
木・土　　　　：9:00～18:00

無 1 磯野　寿光



連番
都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号
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197 40 福岡県 タカラ薬局豊浜 819-0014 福岡市西区豊浜２－１－１－１Ｆ 092-892-3737 092-892-3737
月･火･水･金(9:00～18:00)

木･土(9:00～13:00)
有 080-4869-9578 1 平田　康喜

198 40 福岡県 タカラ薬局福重 819-0022 福岡市西区福重４－７－４ 092-881-3931 092-881-3931
月･火･水･金8:30～18:30

木･土8:30～13:00
無 1 田村　公次郎

199 40 福岡県 タカラ薬局春日原北 819-0022 春日市春日原北町4-11 092-592-0117 092-592-0117
月･火･木･金9：00～19：30

水9：00～18：00
土9：00～17：00

無 1 出石　ゆりえ

200 40 福岡県 タカラ薬局西の丘 819-0041 福岡市西区拾六町3丁目8-20 092-891-1298 092-891-1298
月・火・木・金曜日8：30～18：00

水・土曜日9：00～12：00　日・祝日：
休み

無 1 沖　陽子

201 40 福岡県 薬局白十字 拾六町店 819-0041 福岡市西区拾六町１－３－１６ 092-986-8912 092-982-0064
月火水金9:00～18:30 土9:00～

18:00
無 1 穴井　明子

202 40 福岡県 さんはーと薬局 819-0054 福岡市西区上山門１－１４－１ 092-892-3877 092-892-3878

平　　　日：8：30～17：45
土　曜　日：休み

日　　　曜：9：00～12：00
祝　　　日：休み

有 092-892-3877 1 中島　亜希

203 40 福岡県 さんくす薬局今宿東店 819-0161 福岡市西区今宿東２－２３－１４ 092-407-8813 092-407-8823

月・火・木・金8:30～18:30
水8:30～12:00
土8:30～14:00

日曜・祝日:休み

有 080-2899-9350 1 坂下　司
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204 40 福岡県 アイビー薬局 819-0166 福岡市西区横浜１－９－３４ 092-805-5777 092-805-5780
月火木金土9:00～18:00

水　　　　9:00～12:00
無 1 栗原　敦子

205 40 福岡県 調剤薬局ツルハドラッグ今宿店 819-0167 福岡市西区今宿３－４０－３６ 092-805-1250 092-805-1260
平日：9：00～13：00　14：00～18：00

土曜日：9：00～14：00
日曜・祝日：休み

無 1 吉村　直紀

206 40 福岡県 タカラ薬局伊都 819-0367 福岡市西区西都１－７－３７ 092-805-7866 092-805-7866 月～金:9:00～18:00､土:9:00～13:00 無 2 中山　月香、西村　直子

207 40 福岡県 タカラ薬局伊都東店 819-0367 福岡市西区西都１－４－８ 092-405-0959 092-405-0959
月曜日から土曜日まで

9時から18時迄。
無 3 福　千晶、林　恭子、川崎　瑠梨

208 40 福岡県 海星薬局 819-1113 糸島市前原１０２６－１０ 092-321-4602 092-321-4603
月水金 9:00～18:00
火・木 9:00～17:00
土     9:00～13:00

無 3 壇　英明、三輪　幸子、佐藤　英毅

209 40 福岡県 新生堂薬局加布里店 819-1124 糸島市加布里１－３－１ 092-329-7121 080-0111-7122 月～土 9:00～18:00 無 1 飯野　尚子

210 40 福岡県 スマイル薬局立岩店 820-0003 飯塚市立岩１７４６－１ 0948-29-0033 0948-43-3727
平　日8:30～17:30
土曜日9:00～13:00

有 0948-29-0033 3
畠中　賢一、須尭　紗智、野村　啓

太郎
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211 40 福岡県 有限会社協和立岩調剤薬局 820-0003 飯塚市立岩１３０８－１１ 0948-22-5013 0948-23-5812
AM8:30～17:00(月火水金)13:00(木･

土)
無 1 伊藤　誠

212 40 福岡県 調剤薬局ツルハドラッグ新飯塚店 820-0003 飯塚市立岩964-32 0948-26-7010 0948-26-7011
月・火・木・金・土　9：00～12：30

13：30～17：30　定休日：水・日・祝
日

無 1 平木　涼一

213 40 福岡県 庄司薬局 820-0051 飯塚市庄司２０－２ 0948-21-2126 0948-21-2126
平  日  8:30～18:00
土曜日  8:30～12:00

有 090-3660-7925 1 野田　聡

214 40 福岡県 ハッピー薬局庄内店 820-0111 飯塚市有安６９１ 0948-82-2535 0948-82-2536
平　　　日：9:00～19:00
土　曜　日：9:00～18:00

無 1 下村　優輔

215 40 福岡県 ほしの薬局菜の花店 822-0001 直方市感田１８４２－４ 0949-26-8828 0949-26-8828
月･火･木･金9:00～18:00

水9:00～17:00　土9:00～13:00
無 1 松井　理代

216 40 福岡県 直方鞍手薬剤師会会営薬局 822-0001 直方市大字感田５７３－１ 0949-29-6025 0949-29-6026
平日　　8:30～18:00

土曜・日曜・祝日：休み
無 1 永原　一史

217 40 福岡県 さくら薬局直方店 822-0008 直方市湯野原２－２－１０ 0949-26-8043 0949-26-8044
月火木金：9：00～18：00
水曜日：9：00～13：00

有 0949-26-8043 2 鬼丸　千聡、三橋　由美
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218 40 福岡県 なかむら薬局 822-0026 直方市津田町11-3 0949-28-7689 0949-22-0510
平日　9:00～18:00　土　9:00～13:00

日祝　休み
有 090-3735-8745 2 本松　容子、波止　容子

219 40 福岡県 有限会社コスモス大熊調剤薬局 822-1302 田川郡糸田町水付４０９７－８ 0947-26-3597 0947-26-3597
月～金9:00～18:00､土9:00～13:00､

日祝日休み
有

0947-26-
3597(転送)

1 藤浦　大介

220 40 福岡県 一本松調剤薬局 822-1405
田川郡香春町大字中津原１２５０－

１
0947-44-3556 0947-44-3556

平　　　日：9:00～17:30
土　曜　日：9:00～12:00

無 1 垣田　高遠

221 40 福岡県 石丸調剤薬局 823-0003 宮若市本城４３６－２ 0949-33-3527 0949-33-3528

平　日：8:30～18:00
土曜日：8:30～13:00

日曜・祝祭日・12月30日～1月3日・
8月13～15日：休み

有 0949-33-3527 1 宮坂　圭三

222 40 福岡県 さくら薬局行橋中央店 824-0003 行橋市大橋３－１２－３ 0930-26-3390 0930-22-1066
平　　　日：9:00～18:00
土　曜　日：9:00～17:00

木曜日・日曜・祝日：休み
無 1 池田　卯之介

223 40 福岡県 さかい調剤薬局 824-0005 行橋市中央１－３－１６ 0930-25-6848 0930-25-7008
平日  ：8:30～17:30
土曜日：8:30～13:00

有 0930-25-6848 1 木下　桃子

224 40 福岡県 さくら薬局行橋店 824-0026 行橋市道場寺１４０９－５ 0930-26-2250 0930-26-2251
月曜日～土曜日：9:00～19:00
日曜日・祝日　：9:00～18:00

有 0930-26-2250 3
田口　浩史、福井　大樹、山下　祥

史
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225 40 福岡県 ドラッグイレブン薬局行橋店 824-0031 行橋市西宮市４－２－２０ 0930-26-1133 0930-26-1134 月～土9:30-18:00 無 1 松浦　貴美

226 40 福岡県 添田調剤薬局 824-0602 田川郡添田町大字添田1206番地 0947-41-7130 0947-41-7131
平日8:30～18:00  土曜日8:30～

13:00
有 0947-41-7130 1 松田　勝利

227 40 福岡県 なつみ薬局 825-0002 田川市大字伊田４５４７－１ 0947-44-7236 0947-44-7250
平日：9:00～18:00
水曜：9:00～16:30
土曜：9:00～13:00

有 0947-44-7236 1 中原　菜都美

228 40 福岡県 薬心堂薬局伊田店 825-0002 田川市伊田３５１０－１５ 0947-49-1222 0947-49-2225
平　　　日：8：30～18：00
土　曜　日：8：30～13：00

有 0947-49-1222 1 田中　智恵美

229 40 福岡県 すまいる薬局 825-0005 田川市大字糒８２４－１３ 0947-85-9270 0947-85-9273
月曜～金曜  9:00～18:00まで

土曜日9:00～13:00まで
有 0947-85-9270 2 齋藤　穣、小林　初珠

230 40 福岡県 株式会社アガペ田川薬局 825-0005 田川市糒１７００－９１ 0947-45-5155 0947-45-5680
平日:8:30～17:30､土曜日:8:30～

13:00
有 0947-45-5155 3 雪　秀伸、雪　裕子、古門　禎代

231 40 福岡県 松本調剤薬局 825-0012 田川市日の出町５－３ 0947-46-3089 0947-46-3097
平日　　　　　：9：00～18：00
木曜　土曜　：9：00～12：30

日曜、祝日　：休み
有 0947-46-3089 1 松本　栄一郎
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232 40 福岡県 シマダ調剤薬局 825-0014 田川市魚町２１６１－１２ 0947-46-0565 0947-23-0248
月火木金8:30～17:30　水8:30～

16:30　　土8:30～12:30（休日時間
外転送）

有 0947-46-0565 2 島田　良知、橋本　龍昇

233 40 福岡県 薬師調剤センター薬局 826-0021 田川市桜町１２－４５ 0947-45-8046 0947-45-0752
平　日：8:30～18:00
土曜日：8:30～13:00

有 0947-45-8046 1 坂井　美千子

234 40 福岡県 手島薬局 826-0032 田川市平松町２００３－６１ 0947-42-0911 0947-85-8084
平　日：9：00～18：00
土曜日：9：00～13：00

日曜・祝日：休み
有 0947-42-0911 1 手島　保子

235 40 福岡県 さくら薬局久留米大学病院前店 830-0011 久留米市旭町６２－２ 0942-34-1196 0942-34-1194
平日：9:00～18:00

土曜･日曜・祝日：休み
有 0942-34-1196 2 野中　千佳、久保田　愛菜

236 40 福岡県 城南薬局 830-0015 久留米市螢川町90番地城南薬局 0942-36-0800 0942-36-0802
平日９:００～１８:３０、木曜日９:００
～１７:００、土曜日９:００～１３:３０

日祝休み
無 2 横枕　顕朗、菊竹　恭平

237 40 福岡県 有限会社篠山調剤薬局 830-0022 久留米市城南町１３－２ 0942-33-3711 0942-33-3718
月･火･木･金(9:00～18:00)

水(8:00～16:00)　土((9:00～14:00)
有 090-1086-3397 1 福元　哉史

238 40 福岡県 とどける薬局 830-0037 久留米市諏訪野町２７７３－３ 0942-27-9360 0942-27-9365
月～金9:00～18:00

土9:00～13:00
無 1 岩下　潤
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239 40 福岡県 杉の樹薬局 830-0038 久留米市西町９２１－１４ 0942-27-8158 0942-27-8758

平日:9:00～18:15(木曜を除く)
木曜日:9:00～17:00
土曜日:9:00～15:15

日曜祝日:休み

有 0942-27-8158 1 堤　達紹

240 40 福岡県 あおぞら薬局 830-0039 久留米市花畑１－２０－９ 0942-39-8931 0942-65-9766
月火木金8:30～18:00 水8:30～

16:00 土8:30～12:30
有 0942-39-8931 1 山口　信也

241 40 福岡県 内野薬局 830-0044 久留米市本町５－３ 0942-33-1361 0942-33-1363
平  日　9:00～18:30
土曜日　9:00～18:30

有 090-3419-1361 3
内野　孝子、遠藤　奈緒美、石田

益美

242 40 福岡県 杉岡調剤薬局 830-0047 久留米市津福本町５４１－５ 0942-38-6513 0942-38-6513
平　　　日：9:00～18:45
土　曜　日：9:00～12:45

日曜・祝日：休み
有 090-5923-8832 1 杉岡　勇樹

243 40 福岡県 まんまる薬局 830-0058 久留米市野伏間１－９－１２ 0942-51-3099 094-251-3099
平日：9:00～17:30

土曜日：9:00～13:00
日曜・祝日： 休み

有 070-5403-3075 3
満康　徹也、池田　茉偉子、江口

夏美

244 40 福岡県 大角調剤薬局 830-0403 三潴郡大木町大角１８２－２ 0944-32-2400 0944-32-2577
月･第1､3､5 火･水･金 8:00～18:30

第2､4 火･木･土 8:00～13:30
無 1 野中　節子

245 40 福岡県 調剤薬局ツルハドラッグ江頭エーザイ店 831-0033 大川市大字幡保１５７ 0944-86-5520 0944-87-1885 平日･土曜日:9:00～18:30 無 2 中村　優太、江頭　政治



連番
都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
（市郡区以降）

電話番号 FAX番号 開局時間
時間外対応
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オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬剤師及び薬局の一覧

246 40 福岡県 平成堂薬局蒲池店 832-0003 柳川市立石８７８－７ 0944-85-0757 0944-85-0837
平　日：9:00～18:00
土曜日：9:00～13:00

有 0944-85-0757 1 宮尾　健児

247 40 福岡県 平成堂薬局鬼童町店 832-0067 柳川市鬼童町４９－１３ 0944-32-9586 0944-32-9779
月火水金8:50～18:00　木18:30～
16:30　土8:50～13:30　日祝休み

有 0944-32-9586 1 安河内　裕紀

248 40 福岡県 新生堂薬局柳川駅前店 832-0824 柳川市三橋町藤吉５１３－１ 0944-75-6181 0800-888-8772 月～金 9:00～18:30 土 9:00～17:00 無 1 瀬戸　理光

249 40 福岡県 ハート薬局 832-0827 柳川市三橋町蒲船津390-9 0944-73-0941 0944-73-0947
平日9：00～18：00　土曜9：00～13：

30　　日祝休み
有 090-4512-3008 3 井村　亨、山下　修司、倉成　祥平

250 40 福岡県 オリーブ薬局 833-0031 筑後市山ノ井３２８－２ 0942-80-4408 0942-80-4410
平日：8:50～18:00

土曜日：8:50～13:00
日曜日：祝日：休み

有 0942-80-4408 1 佐々木　美由紀

251 40 福岡県 金子薬局 833-0031 筑後市山ノ井272-1 0942-52-2377 0942-48-0039
平日9:00～18:30 土曜日9:00～

13:00
有 090-4988-3617 1 金子　吉一

252 40 福岡県 ハート薬局 833-0033 筑後市上北島348-1 0942-52-7424 0942-52-7434 平日9：00～18：30　土9：00～13：00 有 050-3698-9585 1 友安　毅典
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都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号
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253 40 福岡県 ハート薬局筑後店 833-0033 筑後市上北島348-1 0942-52-7424 0942-52-7434
平日9：00～18：30　土曜日9：00～

13：00
有 050-3698-9585 3

山口　英将、井上　良馬、高松　聖
吾

254 40 福岡県 ハート薬局 834-0023 八女市馬場２４−２ 0943-25-5005 0943-25-5006
平日９:００～１８:３０　土曜日９:００

～１３:００
有 090-1694-7014 1 服部　久志

255 40 福岡県 くるみ調剤薬局 834-0115 八女郡広川町大字新代１７２１－８ 0943-32-5820 0943-32-5820
月　火　木　金　9:00～18:00
水　　　　　　　8:00～16:00
土　　　　　　　9:00～17:00

有 090-2398-5707 1 森　健司

256 40 福岡県 はーぶ薬局小浜店 836-0034 大牟田市小浜町９５－８ 0944-31-5827 0944-31-5828
平日8:45～18:00　土曜日8:45～

13:00
無 1 田中　聖

257 40 福岡県 大牟田中央薬局 836-0054 大牟田市天領町１－１００－１１ 0944-59-7117 0944-59-7111
平　日：8:30～18:30
土曜日：8:30～14:30

有 0944-59-7117 2 西田　隼人、坂本　豊伸

258 40 福岡県 レモン薬局 836-0075 大牟田市南船津町１－１２－２７ 0944-85-0652 0944-85-0652
9:00～18:00
9:00～13:00

有 090-4694-1252 1 白本　健司

259 40 福岡県 わかくさ調剤薬局 836-0853 大牟田市上町１－１－１１ 0944-59-7575 0944-59-7570
平日（木曜日以外）：9：00～18：00

土曜日：9：00～13：00
木曜日・日曜・祝日：休み

有 0944-59-7575 1 髙松　知行
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260 40 福岡県 さくら薬局 837-0906 大牟田市倉永７７－５ 0944-50-1280 0944-50-1284 月～金9:00～18:00 土:9:00～13:00 有 0944-50-1280 1 巨勢　咲貴子

261 40 福岡県 くぬき薬局 837-0924 大牟田市歴木４－１７５ 0944-41-1250 0944-41-1251
平日：9：00～19：30

土曜日：9：00～13：00
日曜・祝日：休み

有 0944-41-1250 1 坂井　博則

262 40 福岡県 有限会社不知火メディクス くぬぎ薬局 837-0924 大牟田市歴木４－１７５ 0944-41-1250 0944-41-1251
(月～金)9:00～19:30 (土)9:00～

13:00 日曜･祝日:休み
有

0944-41-
1250(転送)

1 坂井　博則

263 40 福岡県 中央薬局朝倉つつみ店 838-0062 朝倉市堤６４２－１ 0946-21-5015 0946-21-5025
月火木金　9:00～18:00
水　　　　9:00～17:00
土　　　　9:00～14:00

有 0946-21-5015 2 工藤　友良、戸澤　研吾

264 40 福岡県 ファミリー薬局医師会病院前店 838-0064 朝倉市頓田６６８－１ 0946-28-8600 0946-22-6161
平日・土曜日：9：00～18：30
日曜・祝日：9：00～19：00
日曜祝日：9：00～18：30

有 080-1786-5074 1 松田　菜瑠美

265 40 福岡県 たにく薬局 838-0102 小郡市津古１２０３－３ 0942-23-0290 0942-23-0289

月・火・木・金：8：30～18：00
水8:30～16:30
土8:30～12:30

日曜・祝日：休み

有 090-6638-0290 1 龍　大輔

266 40 福岡県 三国が丘調剤薬局 838-0109 小郡市あすみ１－４０ 0942-65-5672 0942-65-6073
月･火･木･金9:00～18:00

火9:00～17:00 土9:00～13:00
日祝休み

有 0942-65-5672 1 濱田　耕司
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267 40 福岡県 溝上薬局小郡店 838-0143 小郡市小板井４４１－６ 0942-72-8493 0942-72-8496

平　　　 日 ： 9：00～18：30
木　曜　日 ： 9：00～18：00
土  曜　日 ： 9：00～15：30

日曜 ・ 祝日 ： 休み

有 080-6854-2368 1 建部　千波

268 40 福岡県 中島調剤薬局 839-0254 柳川市大和町中島１０５０－３ 0944-76-4149 0944-76-4170
9:00～18:00(月･火･水･金)

9:00～14:00(木･土)
無 1 川野　愛

269 40 福岡県 ひがし薬局JR御井店 839-0851 久留米市御井町６９５－１１ 0942-65-7165 0942-65-7167
月・火・木・金:9：00～18：00

水・土：9：00～13：00
日・祝日：休み

無 1 伊藤　杏奈

270 40 福岡県 まちのくすり屋さん田主丸店 839-1204 久留米市田主丸町殖木443－4
0943－73－

4600
0943-73-4601

月・火・木・金8:30～17:30
水・・土8:30～12:30

無 1 岩下　潤

271 40 福岡県 横町調剤薬局 839-1234 久留米市田主丸町豊城１５９３－６ 0943-73-2948 0943-73-2948
平日：　8:30～18:00
土曜：　8:30～13:00

日曜・祝日・木曜：休み
無 2 小玉　和恵、吉武　奈緒

272 40 福岡県 ちとせ薬局 839-1304 うきは市吉井町千年６３１－３ 0943-74-8331 0943-74-8332
平　　　日：9:00～18:00
土　曜　日：9:00～12:30

有(対応薬
剤師が1名
のため対応
できないこ
ともありま

す)

080-2744-7009 1 神志那　みち子

273 40 福岡県 ひがし薬局吉井店 839-1321 うきは市吉井町７２９－１２ 0943-76-9300 0943-75-5275
月火木金9:00～18:00、水9:00～

17:00　土9:00～13:00
有 0943-76--9300 1 東　誠司
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274 40 福岡県 せき薬局 839-1402 うきは市浮羽町浮羽459番地10 0943-77-1010 0943-77-1011
月・火・水・金（9：00～19：00）木（9：

00～17：00）土（9：00～13：00）
有 090-8413-7729 1 関　恒彦


