
鹿児島市小児慢性特定疾病指定医療機関（令和４年４月１日現在） 薬局

名称 郵便番号 所在地 TEL

あい薬局 〒891-0113 東谷山４丁目３２－１ 099-284-9295

アイリス薬局 〒890-0015 草牟田町３－１３ 099-295-6921

あおぞら薬局 〒890-0056 下荒田３丁目４０－１８-１Ｆ 099-813-1350

あおば調剤薬局　荒田店 〒890-0056 下荒田１丁目３０－１ 099-213-5328

あかね薬局 〒890-0082 紫原３丁目２１－１５ 099-812-2705

アカラ薬局 〒892-0816 山下町８－１　１Ｆ 099-296-9315

アコンカグア薬局 〒890-0073 宇宿8-8-7 099-297-6410

あさがお薬局　真砂店 〒890-0067 真砂本町３－７１ 099-298-1828

朝日通り薬局 〒892-0816 山下町２－７ 099-224-3729

あさひ薬局じげんじ店 〒891-0141 谷山中央６丁目１７－３１ 099-263-6681

あさひ薬局　田上店 〒890-0034 田上２丁目１６－１７ 099-806-5900

あすなろ薬局 〒890-0042 薬師２丁目１６－７ 099-255-4976

アトム薬局 〒892-0852 下竜尾町２－２ 099-219-4055

荒田つばめ薬局 〒890-0055 上荒田町８－１１ 099-213-5601

アルカス調剤薬局 〒890-0056 下荒田２丁目７－７ 099-286-0841

イオン薬局　鹿児島鴨池店 〒890-0063 鴨池２丁目２６－３０ 099-812-5451

イオン薬局　鹿児島店 〒891-0115 東開町７ 099-263-1841

いきいき薬局 〒891-0141 谷山中央１丁目４３６１－１０２ 099-298-1107

石井薬局株式会社 〒890-0034 田上２丁目１５－１０ 099-252-5068

有限会社　伊敷調剤薬局 〒890-0008 伊敷２丁目１－１２ 099-229-1227

一番街薬局 〒890-0053 中央町２３－２１　アエールタワー２０３－２ 099-255-9807

今村薬局 〒890-0002 西伊敷4丁目１６－１ 099-220-2655

イルカ調剤薬局　石谷店 〒899-2701 石谷町2100-18 099-278-2005

いるか薬局 〒892-0871 吉野町５１３４－１ 099-295-7360

上荒田薬局 〒890-0063 鴨池１丁目４４－１０ 099-208-6077

上之園薬局 〒890-0052 上之園町１７－２ 099-210-5602

宇宿たいよう薬局 〒890-0073 宇宿７丁目５－３６ 099-204-9435

宇宿薬局 〒890-0073 宇宿１丁目２６－２２ 099-253-7219

エンジェル薬局 〒892-0871 吉野町１４８６－２ 099-295-7021

エンゼルキッズ薬局 〒890-0073 宇宿８丁目８－２３ 099-275-9140

株式会社大賀薬局　いまきいれ総合病院前店 〒890-0051 高麗町43-26 099-257-1033

大賀薬局　市立病院前店 〒890-0055 上荒田町２６－１７ 099-256-8366

奥公園前薬局 〒891-0113 東谷山６丁目４３－２２ 099-260-9577

おとわ調剤薬局 〒891-0114 小松原１丁目３７－７ 099-297-5080

オール薬局 〒890-0055 上荒田町２５－１９ 099-263-8477

オレンジ玉里薬局 〒890-0005 下伊敷1-24-13 099-294-9335

オレンジ調剤薬局 〒890-0066 真砂町７４－７－１０２ 099-812-8812

オレンジ薬局 〒890-0045 武２丁目３４－２ 099-214-3421

海星薬局 〒891-0150 坂之上７丁目３３－５７ 099-262-3851

海星薬局　平川店 〒891-0133 平川町１５８０－１ 099-261-2148

かきぞの薬局　易居町店 〒892-0815 易居町６－１０ 099-219-5733

かきぞの薬局　吉野店 〒892-0871 吉野町７１９－１４ 099-295-7319

かごしま北マリンバ薬局 〒890-0005 下伊敷３－１－６ 099-298-9324

鹿児島県薬剤師会薬局 〒890-0075 桜ヶ丘８丁目２０－７ 099-275-1112

鹿児島市薬剤師会　夜間救急薬局 〒890-0063 鴨池２丁目２２－１８ 099-206-2811

鹿児島中央福元薬局 〒890-0053 中央町９－９ 099-204-9696
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鹿児島中央薬局 〒890-0046 西田１丁目５－１５－１Ｆ 099-286-0787

鹿児島調剤薬局 〒890-0075 桜ヶ丘８丁目２６－７ 099-260-0380

カゴシマ薬局　玉江店 〒890-0005 下伊敷１丁目５－１０－１Ｆ 099-224-2077

かじや町さくら薬局 〒892-0846 加治屋町１３－３－１Ｆ 099-223-3671

かみぞの薬局　明和店 〒890-0024 明和１丁目２６－５ 099-281-2200

かもいけ調剤薬局 〒890-0063 鴨池２丁目３－６ 099-214-6900

かもいけ電停前さくら薬局 〒890-0063 鴨池1-31-11 099-230-0557

かわかみ薬局 〒892-0875 川上町２５７１－４ 099-244-3003

カンナ薬局　 〒891-0114 小松原１丁目４０－１ 099-269-6363

漢方薬局フクヤ 〒890-0069 南郡元町１４－１５ 099-255-0298

喜入ニコニコ薬局 〒891-0203 喜入町６０７７－１１ 099-202-0546

キク薬局　大学病院前店 〒890-0075 桜ヶ丘８丁目２０－２８ 099-275-7110

ルアナ薬局 〒890-0064 鴨池新町６－４　かごしまオハナビル１階 099-202-0321

キリマンジャロ薬局 〒890-0031 武岡１丁目１１６－１ 099-283-4667

きりん薬局 〒890-0069 南郡元町６－１６－１０３ 099-263-8101

錦江薬局 〒891-0151 光山１丁目１－３３ 099-261-5591

錦江薬局　瀬戸堀店 〒891-0150 坂之上７丁目３－４１ 099-261-3171

きんせい薬局 〒892-0842 東千石町３－１０ 099-227-5601

グリーンハート薬局 〒890-0055 上荒田町33-5 099-203-0906

くるる薬局 〒890-0067 真砂本町２７－１ 099-204-0966

薬局くろうさぎ 〒892-0847 西千石町３－１５ 099-248-7990

クローバー薬局 〒890-0005 下伊敷1丁目２４－６ 099-813-7633

有限会社ケーアイ調剤薬局　吉野店 〒892-0871 吉野町3708-35 099-295-6248

けだなの薬局 〒892-0877 吉野二丁目３０－１２ 099-243-4724

ケンコー堂薬局 〒890-0073 宇宿４丁目３９－１ 099-265-0868

健生堂薬局 〒890-0082 紫原４丁目２６－１ 099-259-9988

健美堂薬局　中山店 〒891-0105 中山町２１４０－１ 099-263-5152

検見崎薬局 〒890-0014 草牟田２丁目１７－１ 099-226-6328

こあら薬局 〒892-0811 玉里団地３丁目２１－１４ 099-220-7566

康心鴨池薬局 〒890-0067 真砂本町５１－１　ニシムタスカイマーケット鴨池１F 099-812-7005

郡元薬局 〒890-0065 郡元３丁目１－７ 099-257-3188

郡山中央薬局 〒891-1105 郡山町６４７８－１ 099-245-6360

こぐま薬局 〒891-0143 和田１丁目１８－２３－１０２ 099-263-6777

コスモス薬局 〒890-0005 下伊敷１丁目１－１１ 099-224-4810

このはな薬局 〒890-0026 原良２－１１－３ 099-298-5287

木の葉薬局 〒890-0034 田上３丁目１２－８ 099-250-8200

呉服町薬局 〒892-0826 呉服町５－７－１Ｆ 099-226-7075

坂之上調剤薬局 〒891-0150 坂之上６丁目６－１５ 099-263-0551

さかもと薬局　Ａコープ桜ヶ丘店 〒891-0175 桜ヶ丘４丁目１－１３　Ａコープ桜ヶ丘店内 099-265-0170

さくらつばめ薬局 〒890-0055 上荒田町２－５－１Ｆ 099-297-6871

さくら薬局　鹿児島店 〒892-0825 大黒町１－３－５Ｆ 099-219-4866

佐々木薬局　中山店 〒891-0108 中山１丁目１３－２３ 099-260-8433

さつき調剤薬局 〒890-0043 鷹師２丁目３－１９ 099-206-8827

さと薬局 〒892-0807 皷川町３－２１ 099-248-5425

サニー薬局 〒892-0871 吉野町３０７３－２１－１０１ 099-246-3266

さるく薬局 〒892-0852 下竜尾町2-2 099-243-4724
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三愛調剤薬局　東谷山店 〒891-0109 清和４丁目１０－４５ 099-210-1370

しあわせ調剤薬局 〒890-0002 西伊敷３丁目１８－６ 099-218-2224

しあわせ調剤薬局　緑ヶ丘店 〒892-0874 緑ヶ丘町７－９ 099-248-8424

しんやしき薬局 〒892-0838 新屋敷町２－５ 099-224-6942

ドラッグイレブン薬局　伊敷梅ヶ渕店 〒890-0008 伊敷６丁目１７－１ 099-218-0633

七福さくら薬局 〒890-0064 鴨池新町１４－２七福神ビル１Ｆ 099-230-0681

シナモン薬局 〒892-0871 吉野町3909-1 099-248-8212

下荒田調剤薬局 〒890-0082 下荒田１丁目２０－８－１０２ 099-813-1617

市役所前マリンバ薬局 〒892-0816 山下町９－２５ 099-216-6015

薬局　ジャックのおくすりやさん 〒891-0105 中山町２１７６－２ 099-296-9230

白男川薬局 〒892-0818 上本町３－１７ 099-222-1735

白男川薬局　中央駅店 〒890-0046 西田２丁目２８－１０－１Ｆ 099-255-7208

白男川薬局　照国表参道店 〒892-0842 東千石町２０－１０ 099-248-8238

しらかわ薬局　与次郎店 〒890-0062 与次郎１丁目３－１０ 099-286-1511

しらゆり調剤薬局 〒891-0143 和田1-30-15 099-263-3420

市立病院前ミドリ薬局 〒890-0055 上荒田町２９－３２ 099-230-0461

シルキー薬局 〒890-0054 荒田２丁目４３－８－１００ 099-297-4541

仁愛薬局 〒892-0816 山下町１２－２６ 099-216-9161

しんかんばし薬局 〒890-0016 新照院町１９－１０ 099-224-0968

新生堂薬局 〒892-0828 金生町２－６ 099-223-9256

新生堂薬局　天文館支店 〒892-0827 中町３－２１ 099-224-3745

すこやか調剤薬局　中山店 〒891-0105 中山町５２３６－１ 099-266-5500

すずな調剤薬局 〒890-0042 薬師２丁目２７－８ 099-230-0205

すずらん調剤薬局 〒892-0852 下竜尾町６－２１ 099-248-0002

スター調剤薬局 〒891-0143 和田２丁目２１－１９ 099-260-9710

スター調剤薬局うすき店 〒890-0073 宇宿4-30-11 099-814-5288

スター調剤薬局　皇徳寺店 〒891-0103 皇徳寺台３丁目２４－７ 099-297-5157

スター調剤薬局坂之上店 〒891-0151 光山2-10-25 099-230-0022

スター調剤薬局　星ヶ峯店 〒891-0102 星ヶ峯１丁目２９－５ 099-296-7197

スマイル薬局　宇宿店 〒890-0073 宇宿９丁目６－５ 099-298-5672

すみれ調剤薬局 〒892-0828 金生町１－６ 099-224-4759

セイコー薬局　宇宿店 〒890-0073 宇宿１丁目３－１３ 099-284-0410

清心薬局 〒891-0113 東谷山３丁目２５－１５ 099-267-8621

清風薬局 〒892-0877 吉野１丁目５－１０ 099-295-8886

西陵薬局 〒890-0032 西陵２丁目１－２０ 099-208-8600

セオ薬局　荒田調剤 〒890-0056 下荒田２丁目１－１ 099-257-2991

セオ薬局　いづろ店 〒892-0828 金生町７－１０ 099-225-2001

セオ薬局　かもいけ調剤 〒890-0063 鴨池１丁目５５－１０ 099-230-0601

セオ薬局　ハイム店 〒890-0064 鴨池新町２８－８－１０２ 099-253-6362

瀬々串薬局 〒891-0201 喜入瀬々串町３４０９－２ 099-343-8501

せせらぎ調剤薬局 〒892-0833 松原町１４－３１ 099-226-0762

セレン薬局鴨池店 〒890-0064 鴨池新町１１－２３ 099-214-8060

千石馬場さくら薬局 〒892-0848 平之町1-22　１-Ｂ 099-805-8700

そうごう薬局　センテラス天文館店 〒892-0843 千日町１－１　センテラス天文館4F 099-204-7071

大明丘薬局 〒892-0872 大明丘２丁目２２－２７ 099-244-1777

たいよう薬局 〒891-0150 坂之上４丁目５－５ 099-262-2838
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たいよう薬局　上塩屋 〒891-0113 東谷山１丁目５８－１１ 099-806-5155

たいよう薬局　中山 〒891-0104 山田町２２６－１ 099-203-0604

高見馬場薬局 〒892-0844 山之口町１－１５－１Ｆ 099-239-5511

武岡調剤薬局 〒890-0031 武岡２丁目２８－２ 099-806-8300

たけまち薬局 〒890-0045 武３丁目２２－２ 099-299-0056

たちばな薬局 〒890-0053 中央町１０ 099-254-1730

田之上調剤薬局 〒890-0065 郡元３丁目１４－１２ 099-257-1176

タバタ薬局 〒890-0005 下伊敷１丁目４３－５ 099-220-1433

タバタ薬局　伊敷支所店 〒890-0008 伊敷５丁目１８－６ 099-218-4066

タバタ薬局　厚生市場店 〒892-0847 西千石町１３－１１ 099-805-0375

タバタ薬局　高見馬場店 〒892-0847 西千石町１２－１０ 099-295-6730

タバタ薬局　吉野店 〒892-0877 吉野１丁目４４－１７ 099-814-5026

たまざと調剤薬局 〒890-0014 草牟田２丁目２８－１０ 099-225-6145

地域の薬局　荒田八幡さくらホス 〒890-0056 下荒田３－１６－３ 099-230-0627

ちろる薬局 〒890-0036 田上台２－３５－８　102号 099-204-0330

つばめ調剤薬局 〒891-0143 和田１丁目４５－８ 099-263-5881

つむぎ薬局 〒890-0068 東郡元町５－１５ 099-204-0077

鶴丸調剤薬局　伊敷店 〒890-0002 西伊敷１丁目２－１３ 099-228-6999

鶴丸調剤薬局　玉竜店 〒892-0851 上竜尾町５－１８ 099-248-5554

鶴丸調剤薬局　南林寺支店 〒892-0834 南林寺町１－１２ 099-227-0989

鶴丸調剤薬局　南鹿児島店 〒891-0114 小松原２丁目３６－５ 099-266-6850

鶴丸調剤薬局　紫原店 〒890-0082 紫原４丁目１３－１９ 099-254-0188

てらわき薬局 〒892-0837 甲突町１７－２ 099-226-6058

てらわき薬局　城西 〒890-0046 西田３丁目９－２ 099-253-5865

天保山調剤薬局 〒890-0061 天保山町２１－１６ 099-206-6623

天文館薬局 〒892-0842 東千石町１３－１６ 099-222-0233

ドゥ・ラポール薬局 〒892-0844 山之口町１－７－１F 099-216-2201

とまと薬局 〒891-0114 小松原２丁目１１－７ 099-269-8450

とまと薬局　荒田店 〒890-0054 荒田１－１６－３ 099-298-9211

とまと薬局　小川店 〒892-0817 小川町２２－６ 099-201-6336

とまと薬局　西陵店 〒890-0032 西陵５丁目１２－５ 099-298-1420

とまと薬局　長田店 〒892-0854 長田町１６－７ 099-219-9841

とまと薬局　西千石店 〒892-0847 西千石町14-12 099-248-7661

とまりぎ薬局 〒892-0845 樋之口町2-1-101 099-213-9717

トヤマ調剤薬局 〒892-0846 加治屋町9-6 099-225-0011

ドラッグセイムス上荒田薬局 〒890-0055 上荒田町３２－１０ 099-230-0770

ドルフィン薬局 〒892-0828 金生町６－９－３Ｆ 099-221-1180

なかま薬局 〒890-0073 宇宿７丁目１５－１５ 099-201-1580

永吉さくら薬局 〒890-0023 永吉２－１１－１ 099-296-8327

なぎさ薬局 〒890-0064 鴨池新町１１－２６ 099-812-6017

なでしこ玉里薬局 〒890-0005 下伊敷１丁目８－１９ 099-248-7900

なのはな薬局 〒890-0063 鴨池２丁目８－３ 099-296-1293

ナポリ通り薬局 〒890-0052 上之園町１０－３－１０１ 099-213-1171

南国タケシタ薬局　市立病院前店 〒890-0055 上荒田町25-16　102 099-204-0581

南国タケシタ薬局　二中通り店 〒890-0051 高麗町43-26 099-230-0852

にかんばし通り薬局 〒892-0844 山之口町９－４３ 099-805-2580
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にじいろ薬局 〒891-0143 和田１丁目２１－２－２ 099-263-6775

にしせんごく薬局 〒892-0847 西千石町１２－１１－１０１ 099-248-8920

にしぞの薬局 〒890-0082 紫原７丁目１４－１ 099-255-6441

西田調剤薬局 〒890-0046 西田１丁目１７－２ 099-296-1010

日本調剤下竜尾薬局 〒892-0852 下竜尾町１－１ 099-219-5841

任天堂薬局 〒892-0806 池之上町９－１１ 099-248-5858

ねむの木薬局 〒892-0816 山下町９－２６ 099-227-0873

のぼり調剤薬局 〒890-0055 上荒田町４３－５ 099-251-7041

ハートフル薬局 〒890-0056 荒田２丁目４１－１２ 099-214-5542

パール薬局 〒892-0815 易居町１－１７ 099-802-7024

はぐくみ薬局 〒891-0113 東谷山２丁目４０－１６ 099-268-4851

八善調剤薬局 〒892-0842 東千石町１３－８－２Ｆ 099-822-1177

花ことば薬局 〒890-0055 上荒田町２５－１９－１０２ 099-202-0406

はなのゆ薬局 〒892-0877 吉野１丁目41-6 099-295-0400

花水木薬局 〒890-0052 上之園町６－９ 099-208-3320

パパイヤ薬局 〒890-0053 中央町３６－１２－１Ｆ 099-812-8885

はやま薬局 〒892-0871 吉野町９０７１－１ 099-244-4894

はるかぜ薬局 〒891-1304 本名町１０７１－６ 099-293-7011

はるやま薬局 〒899-2704 春山町１９１９－１ 099-278-5870

パンジー薬局 〒891-0113 東谷山6-37-25 099-204-9301

ひいらぎ薬局 〒890-0051 高麗町26-22　On　Your　Mark　高麗1F 099-296-1201

ピエール薬局 〒890-0065 郡元1-4-3-102 099-204-0095

ぴかり薬局 〒890-0046 西田２丁目１５－２３ 099-254-2060

ひまわり薬局　城西店 〒890-0026 原良１丁目７－１４ 099-263-8180

ピュアタウン薬局 〒890-0031 武岡１丁目１２１－１５ 099-230-0306

福元薬局 〒890-0082 紫原４丁目３３－１ 099-252-1058

ふじ薬局　山田店 〒891-0104 山田町３４０８－９ 099-201-7227

フラワー薬局 〒890-0065 郡元２丁目１２－１０ 099-813-0777

平和市民薬局 〒892-0852 下竜尾町１－１５ 099-222-5770

ヘルシーウェル薬局　薬師店 〒890-0042 薬師２丁目１８－１９ 099-258-8045

ヘルシー薬局　上荒田店 〒890-0055 上荒田町２３－８ 099-210-5166

ヘルシー薬局　坂之上店 〒891-0150 坂之上６丁目１１－１９ 099-210-9030

ヘルシー薬局　照国店 〒892-0841 照国町３－１ 099-239-8715

ぽかぽか薬局 〒899-2707 松陽台町４３－３ 099-298-9100

星ヶ峯調剤薬局 〒891-0102 星ヶ峯４丁目２－１１ 099-821-7966

ホワイト薬局 〒890-0042 薬師１丁目１２－８ 099-206-2223

まさき薬局 〒890-0056 下荒田１丁目２－２１－１Ｆ 099-213-4755

マゼンタ薬局 〒892-0816 山下町９－１チャイムズビル４Ｆ 099-248-9595

まちだ調剤薬局 〒890-0056 下荒田３丁目１７－２２ 099-206-5575

松本調剤薬局 〒892-0823 住吉町３－１８ 099-224-9813

松元調剤薬局 〒899-2703 上谷口町２８６２ 099-278-1142

松本調剤薬局　いづろ店 〒892-0822 泉町１２－５　尾込ビル１F 099-219-1501

マハロ薬局 〒890-0053 中央町４－３４－５０１ 099-210-5281

まりも薬局 〒892-0846 加治屋町16-19 099-230-7888

マリンつばめ薬局 〒890-0062 与次郎１丁目７－１４ 099-813-0102

マリンバ調剤薬局 〒892-0842 東千石町２－１４－１０１ 099-822-0080
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マリンバ調剤薬局　宇宿店 〒890-0073 宇宿３丁目２１－６ 099-286-6773

マリンバ調剤薬局　郡元店 〒890-0065 郡元３丁目３－１４－１Ｆ 099-252-2355

マリンバ調剤薬局　郡山店 〒891-1105 郡山町５０８－１ 099-294-9270

マリンバ調剤薬局　武店 〒890-0045 武１丁目２７－２－１Ｆ 099-297-5068

マルノ薬局　桜ヶ丘店 〒891-0175 桜ヶ丘４丁目１５－２０ 099-275-2833

マルノ薬局　南林寺店 〒892-0834 南林寺町２－１ 099-224-8740

マロニエ薬局 〒890-0073 宇宿2-25-30-101 099-806-1234

マロン薬局 〒892-0847 西千石町１６－１６ 099-248-8693

みずほ通り・さくら薬局 〒890-0055 上荒田町２５－１２ 099-214-3971

三井調剤薬局　荒田店 〒890-0054 荒田１丁目２６－１１ 099-214-8020

みつば薬局 〒892-0816 山下町12-8-1F 099-295-0340

南九州調剤薬局 〒892-0816 山下町１６－１ 099-224-6063

南九州調剤薬局　郡元店 〒890-0065 郡元１丁目１３－３ー１０１号 099-297-6018

南日本薬剤センター薬局　 〒891-0141 谷山中央５丁目１５－１ 099-267-4365

南日本薬剤センター薬局　坂之上店 〒891-0150 坂之上２丁目１４－１２ 099-284-6373

南日本薬剤センター薬局　慈眼寺店 〒891-0141 谷山中央５－１７－５ 099-267-0871

南日本薬剤センター薬局　中山店 〒891-0104 山田町７３９ 099-284-7881

南日本薬剤センター薬局　上荒田店 〒890-0055 上荒田町２６－１９きくぞうビル１Ｆ 099-204-9360

南日本薬剤センター薬局　鴨池新町店 〒890-0064 鴨池新町５－８－１F 099-297-4050

南日本薬剤センター薬局　紫原店 〒890-0082 紫原３丁目３３－８ 099-297-6851

南日本薬剤センター薬局　やくし店 〒891-0113 東谷山4-33-6 099-269-7766

南日本薬剤センター薬局　吉野店 〒892-0871 吉野町２３８１－４ 099-210-7650

みなみの薬局 〒892-0854 長田町15-8 099-225-0003

ミナミ薬局　桜島店 〒891-1541 野尻町５９ 099-245-0300

ミナミ薬局　東谷山店 〒891-0113 東谷山５丁目２７－２１ 099-266-6566

薬局みらい 〒890-0073 宇宿4-35-18 099-814-7878

紫原あじさい薬局 〒890-0082 紫原１丁目４７－３ 099-250-3077

メルシー薬局 〒892-0862 坂元町1291-1 099-802-5059

もみじ薬局 〒890-0014 草牟田２丁目１３－１９ 099-222-4408

薬局ホームケアファーマシー　西鹿児島店 〒890-0046 西田２丁目２２－５ 099-214-8012

薬局やまだファーマシー　谷山北中前店 〒891-0104 山田町646-10 099-800-7443

やまもと薬局　伊敷台店 〒890-0007 伊敷台２丁目６－２６ 099-218-0511

友愛調剤薬局 〒892-0811 玉里団地３丁目２６－１２ 099-220-1647

ユーカリ薬局 〒892-0846 加治屋町１３－９ 099-248-7044

ゆうゆう薬局　荒田店 〒890-0054 荒田１丁目１２－１ 099-801-4747

ゆうゆう薬局　宇宿店 〒890-0073 宇宿３丁目４１－２４ 099-286-6535

ゆうゆう薬局　上町店 〒892-0852 下竜尾町１－１０ 099-226-9221

ゆうゆう薬局　甲南店 〒890-0052 上之園町２０－２７－１Ｆ 099-250-5672

ゆうゆう薬局　田上店 〒890-0034 田上１丁目２３－８ 099-255-3580

ゆうゆう薬局　玉里団地店 〒892-0811 玉里団地２丁目４－９ 099-229-2122

ゆうゆう薬局　中山店 〒891-0108 中山２丁目３－１３ 099-284-5795

ゆうゆう薬局　みなみ店 〒892-0854 長田町１８－２３ 099-225-9711

ゆうゆう薬局　南郡元店 〒890-0069 南郡元町１０－１２ 099-254-2868

ゆうゆう薬局　紫原店 〒890-0082 紫原２丁目１３－８ 099-257-0234

ゆうゆう薬局　脇田店 〒890-0073 宇宿３丁目２９－５ 099-255-8772

ゆお薬局 〒891-0113 東谷山3-14-1 099-296-8017
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吉野中央薬局 〒892-0871 吉野町２２８６－３ 099-244-0197

ライム調剤薬局 〒891-0105 中山町1917-1 099-203-0818

ラポール薬局 〒892-0847 西千石町１６－１２－１Ｆ 099-219-7371

れいめい薬局　慈眼寺店 〒891-0141 谷山中央６丁目２３－１２ 099-204-0345

れいめい薬局　中央店 〒890-0053 中央町６－８－１Ｆ 099-208-5111

ローズ薬局 〒890-0066 真砂町２－１９ 099-801-6105

若葉薬局 〒890-0052 上之園町３４－２０－１０２ 099-298-1103

わかば薬局　喜入店 〒891-0203 喜入町６９７３－１ 099-345-3604

わかば薬局中央町店 〒890-0053 中央町32-34 099-210-5710
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