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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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薬剤師数
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薬剤師氏名

1 44 大分県 永冨調剤薬局府内店 870-0021 大分市府内町２－３－３０ 097-540-6636 097-540-6637 月～金8:30～18:00　土8:30～17:30 無 1 中村　有加里

2 44 大分県 ワタナベ薬局　大手町店 870-0022 大分市大手町３－３－３０ 097-538-8200 097-538-0058
月-金　9：00-18：00
土　9：00-13：00

無 1 大村　浩子

3 44 大分県 ブンゴヤ薬局　松岡店 870-0125 大分市松岡５１８９－４ 097-524-6370 097-524-6371
月・金　9：00-18：30
火・水・木　9：00-18：00
土　9：00-17：00

有 090-3078-3456 1 山下　悟史

4 44 大分県 コスモス薬局森町バイパス店 870-0127 大分市森町526-1 097-524-1711 097-524-1712 月～土9:30～19:30 無 1 宮田　博史

5 44 大分県 まい調剤薬局 870-0251 大分市大在中央２丁目１６８番 097-592-5915 097-592-5915
月・火・水・金　9：00-18：00

木　8：00-16：00
土　9：00-15：00

有 080-8355-8792 2 原口　舞、武津　里美

6 44 大分県 杉原薬局 870-0307 大分市坂ノ市中央３丁目５番１２号 097-528-9351 097-528-9352
月-金　9：00-18：00
土　8：30-12：30

有 080-6463-9959 1 佐藤　力哉

7 44 大分県 第一調剤薬局　賀来店 870-0850 大分市賀来西１丁目４番３号 097-549-0005 097-549-0006
月・火・水・金　9：00-18：00
木・土　9：00-12：30

無 1 安達　豊

薬局 薬剤師
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8 44 大分県 はたの薬局賀来店 870-0862 大分市大字中尾250-6 097-586-5959 097-586-5960 月～土9:00～17:30 有 097-586-5959 1 宮田　理子

9 44 大分県 有限会社安東調剤薬局玉沢店 870-1155 大分市玉沢７０５ 097-541-6678 097-541-5877 8:00～18:00 有 090-3737-5103 1 安東　清子

10 44 大分県 城山調剤薬局　北浜店 873-0001 杵築市大字杵築６６５－７５０ 0978-63-1795 0978-63-1773 月-土　9：00-18：00 無 1 馬場　貴子

11 44 大分県 キムラ薬局　亀川店 874-0025 別府市亀川四の湯９－３９ 0977-27-6970 0977-27-6971
月-金　9：00-19：00
土　9：00-18：00

有 0977-27-6970 1 中島　輝久

12 44 大分県 にっこり調剤薬局 874-0836 別府市東荘園２－１ 0977-75-7252 0977-75-7282
月-金　8：30-15：00
土　8：30-14：00

有 090-3883-1907 1 佐登　光

13 44 大分県 有限会社キムラ薬局 874-0911 別府市緑丘町４組 0977-21-3507 0977-21-3517
月-金　8：00-20：00
土　8：00-18：00

有 0977-21-3507 1 岡崎　ヒサ子

14 44 大分県 有限会社キムラ薬局トキハ別府店 874-0920 別府市北浜２－９－１ 0977-21-3633 0977-21-3651
月･火･木･金:9:00～19:00
水･土:9:00～13:00

有 0977-21-3633 1 木村　登久美
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15 44 大分県 そうごう薬局　別府秋葉店 874-0937 別府市秋葉町８－３０ 0977-22-3901 0977-22-3902
月-金　9：00-18：00
土　9：00-13：00

有 0977-22-3901 1 矢野　真咲

16 44 大分県 そうごう調剤薬局　臼杵コスモス店 875-0023 臼杵市江無田１１０９－１ 0972-63-8701 0972-63-8702 月-金・日　8:30-17:30 有 0972-63-8701 1 長野　曲来

17 44 大分県 夢見堂薬局　西谷店 876-0836 佐伯市西谷町２－１７ 0972-20-5050 0972-20-5060 月-土　9：00-18：00 無 1 大津留　多加代

18 44 大分県 伊東薬局　日ノ出町店 877-0082 日田市大字渡里２２－１ 0973-23-5910 0973-23-5877
月-金　8：30-18：00
土　8：30-14：00

有 080-6415-3158 2 伊東　大輝、吉川　那美

19 44 大分県 たかだ調剤薬局 879-0624 豊後高田市本町１２３７－１ 0978-22-3568 0978-24-1881
月・火・水・金　8：30-18：30
木・土　8：30-17：30

有 0978-22-3568 1 酒井　浩一

20 44 大分県 たていし調剤薬局 879-1302 杵築市山香町大字立石１２６３－１１ 0977-28-6800 0977-28-6801
月-金　8：30-17：45
土　8：30-13：00

有 0977-28-6800 1 副島　誠三

21 44 大分県 そうごう薬局　津久見店 879-2401 津久見市大字千怒６１２６－２ 0972-82-0661 0972-82-0662
月-金　9：00-18：00
土　9：00-13：00

有 0972-82-0661 1 松下　可衣
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22 44 大分県 まえはら調剤薬局 879-6601 豊後大野市緒方町馬場３２ 0974-42-3377 0974-42-3378 月-日　祝祭日　8：30-18：30 有 0974-42-3377 1 二ノ宮　綾子


