
下関市薬剤師会保険薬局リスト（小学校区別） 2021.9.1現在

地域区分 地域支援 薬局名 住所 電話番号 FAX番号 地域区分 地域支援 薬局名 住所 電話番号 FAX番号

垢田小 〇 菜の花薬局 下関市垢田町１－２３－１２ 251-2787 251-2788 豊浦小 〇 そうごう薬局長府店 下関市長府南之町２－２７ 241-0061 246-9432

垢田小 ニック調剤薬局アカダ店 下関市新垢田東町２－２－１７ 253-4721 253-4721 豊浦小 ㈲藤井薬局 下関市長府金屋町４－１５ 245-0019 245-0399

生野小 大野薬局 下関市幡生本町１－１３ 252-3706 252-0870 豊浦小 珠の浦薬局 下関市長府珠の浦町１－１４ 246-5447 246-4624

生野小 アイテル薬局幡生店 下関市幡生本町６－５ 253-7900 253-7910 豊浦小 ㈲藤井薬局中土居支店 下関市長府中土居北町４－６ 246-3481 246-3481

生野小 もみの木薬局 下関市生野町２－２７－３ 255-8420 255-8435 豊浦小 西日本ファーマシー 下関市長府中之町２－６ 245-5999 245-4408

生野小 〇 ひまわり薬局生野店 下関市生野町２－３４－１１ 251-4515 251-4520 豊浦小 アカダ薬局長府店 下関市長府中之町２－８ 246-3034 246-3034

一の宮小 しろくま薬局 下関市一の宮町３－１１－２ 249-5100 249-5101 豊浦小 ㈲永松薬局 下関市長府中之町５－２７ 245-0563 245-0523

一の宮小 〇 いちのみや薬局 下関市一の宮町４－１－２１ 257-0870 257-1727 豊浦小 さくら薬局長府店 下関市長府南之町３－３２ 245-8439 245-8521

宇賀小 湯玉駅薬局 下関市豊浦町大字宇賀字古神田７４３７の２ 776-0820 776-0820 豊浦小 〇 城下町つばき薬局 下関市長府南之町３－３４　 241-2340 241-2341

江浦小 〇 ㈲江の浦薬局 下関市彦島江の浦町１－５－２ 266-8579 266-8510 豊浦小 〇 ワイズ薬局 下関市長府東侍町５－６ 246-1235 246-1254

江浦小 ゆう薬局 下関市彦島江の浦町１－７－２　登根ビル１F　 227-3146 227-3148 豊浦小 もみの木薬局長府店 下関市長府侍町２－４－２６ 241-0550 241-0551

江浦小 ゆうなぎ薬局 下関市彦島江の浦町１丁目１番１１号 242-1388 242-1387 豊浦小 〇 関門薬局 下関市長府外浦町２－２０ 241-0222 241-0223

江浦小 〇 健和薬局江の浦店 下関市彦島江の浦町３－５－８ 261-5888 261-5887 豊浦小 〇 こくりつ薬局 下関市長府外浦町２－２０ 241-0038 241-0039

江浦小 アオバ薬局 下関市彦島江の浦町４－２－４ 266-0818 266-8416 西市小 エーデル薬局豊田店 下関市豊田町殿敷１８１０－３ 766-2313 766-2315

江浦小 〇 パワフル薬局 下関市彦島江の浦町９－７－５ 267-8026 267-5403 西市小 〇 フラワー薬局ほたるの里店 下関市豊田町大字矢田２２０－３ 767-0491 767-0492

王江小 ニコニコ薬局 下関市岬之町４－６ 227-4625 227-4626 西市小 〇 木屋川薬局 下関市豊田町大字中村５ 766-0141 766-2680

王江小 亀屋薬局細江店 下関市細江町２－１－９ 233-0526 233-0527 西山小 〇 さこまち薬局 下関市彦島迫町３－７－５　 227-2556 227-2557

王江小 〇 秋本薬局細江店 下関市細江町３－３－１－１Ｆ 229-3312 229-3313 文関小 ㈲アカダ薬局新町店 下関市上田中町２－３－１ 234-0850 232-9840

王司小 〇 健和薬局 下関市王司本町１－１７－２１ 248-5348 248-1162 文関小 〇 サンキュードラッグ上田中町薬局 下関市上田中町２－９－３ 227-0139 227-0138

王司小 〇 新くわのやま薬局王司店 下関市王司上町１－８－９ 248-3957 248-3597 文関小 きふね薬局 下関市貴船町２－３－１９ 250-5386 250-5389

王司小 〇 だんしん薬局 下関市王司上町５－８－１７ 248-2442 248-2016 豊東小 〇 フラワー薬局菊川店 下関市菊川町大字田部宇上ヶ道１１４１－１７ 288-1488 288-1455

岡枝小 ㈲マリモ薬局 下関市菊川町下岡枝１７３－１ 287-1717 287-1791 豊東小 〇 なでしこ薬局 下関市菊川町大字田部字森１２０２－３　 287-0051 287-0061

岡枝小 〇 菊川薬局 下関市菊川町大字下岡枝３７４－７ 287-2515 287-2558 豊北小 あわの薬局 下関市豊北町大字粟野４８９８の２ 785-0766 785-0564

小月小 〇 かわさき薬局 下関市小月駅前１－２－４５ 282-0256 282-0837 豊北小 さつき薬局 下関市豊北町大字阿川３７９５－３ 786-5066 786-5060

小月小 ハナミズキ薬局小月店 下関市小月駅前１－６－２８ 282-4666 282-4432 豊北小 ひなた薬局 下関市豊北町大字滝部３３９９の１２ 782-1721 782-1731

小月小 〇 パワフル薬局小月店 下関市小月茶屋１－８－２０ 250-8500 250-8627 豊北小 〇 タケヒロ薬局 下関市豊北町滝部３３９５－２ 784-0567 784-0568

小月小 〇 あすなろ薬局 下関市小月茶屋２－１－１８ 282-4321 283-2357 豊北小 みずき薬局 下関市豊北町大字神田上２７５８の２ 788-5921 788-5923

勝山小 あおい薬局 下関市形山みどり町１４－１９ 257-6588 257-6589 本村小 グリーン薬局 下関市彦島本村町６丁目17-13 250-8338 250-8328

勝山小 アカダ薬局新下関店 下関市秋根南町１－２－７ 257-2814 257-2814 本村小 〇 本村中央薬局 下関市彦島本村町４－１－２ 267-5911 267-5912

勝山小 さらさ薬局 下関市秋根南町１－６－２８ 263-4999 263-4991 本村小 マエダ薬局 下関市彦島本村町６－１６－１６ 267-6475 267-8462

勝山小 下関在宅支援薬局 下関市秋根南町２－３－１ 227-2198 256-9019 本村小 〇 サンキュードラッグ彦島中央薬局 下関市彦島本村町７－３－９ 261-5239 261-5240

勝山小 あずさ薬局 下関市秋根南町２－３－７　 256-0656 256-1217 向山小 下関薬剤師会薬局 下関市向洋町１－１４－２ 250-5020 250-5082

勝山小 フラワー薬局新下関店 下関市秋根西町１－７－２４　 227-4173 227-4174 向山小 〇 えのうら薬局東駅店 下関市羽山町１－１－２０２ 235-6611 235-1395

勝山小 すみれ薬局 下関市秋根本町２－１０－７ 257-4711 256-8998 向山小 アカダ薬局羽山店 下関市羽山町２０－１２ 231-3330 231-3330

川棚小 篠原薬局川棚店 下関市豊浦町大字川棚6927-4 772-0368 772-0368 向山小 〇 ㈲ベル薬局東駅店 下関市羽山町４－１ 231-3088 231-3088

川棚小 〇 蘭ファーマシー 下関市豊浦町川棚６９１９－１ 774-3550 774-3588 向山小 下関市薬剤師会栄町薬局 下関市栄町１－６ 222-4193 222-1418

川棚小 〇 川棚薬局 下関市豊浦町大字川棚７２８７の１ 772-4647 772-4648 向山小 アイテル薬局汐入店 下関市大坪本町３６－１７ 250-8425 250-8426

川棚小 〇 サルビア薬局 下関市豊浦町大字吉永字無田１７３３番5 772-0300 772-0099 向山小 ㈲のぞみ薬局金比羅店 下関市金比羅町２－１ 228-0820 228-0821

川中小 〇 まさむね薬局 下関市綾羅木本町２丁目4-22 249-5997 249-5998 向山小 〇 秋本東駅薬局 下関市後田町１－８－１８ 222-2015 222-3015

川中小 〇 ㈲稗田薬局 下関市稗田北町１３－３７ 254-6220 254-6228 向山小 〇 うしろだ薬局 下関市後田町２－１－４３ 228-0197 228-0198

川中小 ㈲吉村薬局 下関市伊倉町２－１－７ 253-1100 254-1795 名池小 〇 ㈲伊藤重光堂薬局 下関市中之町９－１ 222-0104 232-7155

川中小 いちのみや薬局勝山店 下関市大字有冨１６７－１ 263-3358 263-3858 名池小 亀屋薬局 下関市唐戸町１－１９ 222-3063 233-1483

川中小 そうごう薬局新下関店 下関市伊倉新町１－２－６ 255-1151 255-1152 名池小 ベル薬局南部店 下関市南部町７－７ 231-7015 231-7015

川中小 ㈲のぞみ薬局伊倉店 下関市伊倉新町４－２－１４ 227-2222 227-2224 名池小 〇 秋本調剤薬局唐戸店 下関市赤間町９－７ 233-2415 233-2416

川中西小 サンキュードラッグ綾羅木薬局 下関市古屋町１－１１－１ 250-1339 250-1340 名池小 ㈲エーデル薬局 下関市田中町１－１３ 232-1155 232-1252

川中西小 〇 秋本薬局綾羅木店 下関市綾羅木本町４丁目8-28 254-4415 254-4414 名池小 あいあい薬局 下関市田中町１１－６ 232-4890 232-4896

川中西小 あおぞら薬局 下関市綾羅木本町５－１－１４ 255-3633 255-2688 名池小 〇 ㈲のぞみ薬局 下関市田中町４－６ 231-7237 232-3406

川中西小 サンキュー薬局綾羅木本町店 下関市綾羅木本町５－１２－１７ 251-1339 251-1338 名池小 〇 田中町薬局 下関市田中町７－１１ 224-1363 233-1563

関西小 ドリーム薬局 下関市豊前田町２－７－７宮崎ビル３Ｆ 229-1061 229-1062 名池小 さくら薬局 下関市上田中町６－１－１６ 235-8608 235-8609

関西小 〇 ㈲竹崎薬局 下関市竹崎町１－１４－２５ 232-0680 233-5428 安岡小 〇 れんげ薬局 下関市大字蒲生野字宮の脇６３１－１ 259-8100 259-8101

関西小 ニック調剤薬局下関店 下関市竹崎町１－１５－２５下関駅前ビル１Ｆ 250-6216 250-6217 安岡小 アイン薬局済生会下関病院店 下関市安岡町８－５－１ 227-3171 227-3172

関西小 ㈲コトブキ薬局 下関市竹崎町３－５－２５ 232-3314 233-2580 安岡小 〇 パワフル薬局横野店 下関市横野町３－１４－３２ 262-2552 262-2553

関西小 〇 秋本薬局シーモール下関店 下関市竹崎町４－４－８シーモール下関専門店街5F 228-2336 228-2339 安岡小 竹田薬局 下関市安岡本町２－１１－３８ 258-2424 258-0146

清末小 〇 くるみ薬局 下関市清末鞍馬３－４－９ 281-3963 281-2963 安岡小 アカダ薬局安岡店 下関市安岡本町２－１－２１ 259-8190 259-8190

清末小 〇 はすの実薬局 下関市清末鞍馬３－５－１２－２　 227-2133 227-2134 安岡小 きたうら薬局 下関市安岡駅前１丁目2-12 227-3366 227-3356

熊野小 熊野薬局 下関市熊野町２－１４－２２ 255-3948 255-4038 安岡小 安岡駅前薬局 下関市安岡駅前１－１０－３１ 262-1789 262-4189

熊野小 ㈲川中薬局 下関市川中豊町７－１２－１３ 255-5557 255-5556 安岡小 きさらぎ薬局 下関市安岡駅前１－４－２２ 262-0480 262-0825

熊野小 そうごう薬局下関店 下関市川中豊町７－１４－６Ｎ１ビル１Ｆ 251-6051 255-8392 安岡小 〇 アップル薬局 下関市梶栗町２－２－１７ 259-7008 259-7088

熊野小 ニック調剤薬局豊町店 下関市川中豊町７－２－２０ 255-6380 255-6381 安岡小 〇 大学堂薬局梶栗店 下関市梶栗町３－７－１ 258-3344 258-3063

熊野小 〇 ㈲杉山薬局 下関市川中豊町7丁目1-36 242-2530 242-2531 安岡小 〇 かじくり薬局 下関市梶栗町３－７－７ 262-1288 262-1287

熊野小 〇 いちのみや熊野薬局 下関市熊野町１－７－５ 250-1888 250-1881 山の田小 〇 アクア薬局 下関市武久町１－１４－１６ 250-6403 250-6708

小串小 篠原薬局 下関市豊浦町小串７－７ 772-3624 774-0928 山の田小 もみの木薬局武久店 下関市武久町１－４０－１６ 250-1280 250-1281

小串小 こぐし薬局 下関市豊浦町小串稲荷１９５－１１ 774-4030 774-4036 山の田小 ㈲くれない薬局 下関市武久町２－５５－５ 255-3311 255-3321

小串小 〇 豊浦薬剤師会支援センター薬局 下関市豊浦町大字小串10008-175 772-4590 772-4591 山の田小 共立薬局 下関市山の田南町１－５ 255-7420 255-0448

桜山小 〇 しおさい薬局 下関市筋川町３－７ 250-9113 250-9116 山の田小 〇 ミドリ薬局 下関市山の田本町１－１ 254-2266 254-1954

桜山小 〇 はるみ薬局 下関市上新地町１－２－７ 233-2323 233-2373 山の田小 〇 アイテル薬局山の田店 下関市山の田本町6-4河上パレスビル1F 252-3434 252-3435

桜山小 〇 しらゆり薬局 下関市上新地町３－１－１ 235-4109 222-8010 山の田小 タケヒロ薬局垢田店 下関市垢田町２－１６－１－１ 227-4285 227-4286

桜山小 ダリヤ下関薬局 下関市上新地町３－３－３ 228-2770 228-2771 養治小 〇 新下薬局幸町店 下関市幸町１３－２３ 229-5100 229-5101

角倉小 〇 彦島薬局 下関市彦島角倉町１－１１－２７ 266-3193 266-9913 養治小 ㈲のぞみ薬局幸町店 下関市幸町６－２７ 233-2619 233-2719

角倉小 ㈲福浦薬局 下関市彦島福浦町３－１－１７ 266-3433 267-6603 養治小 ベル薬局 下関市宮田町２－１６－１２ 231-3779 231-3779

誠意小 豊浦いずみ薬局 下関市豊浦町黒井伏付６９７－２６ 774-0177 774-0176 養治小 はまゆう薬局 下関市本町１－１－１８ 228-1105 228-1106

長府小 大信薬局長府店 下関市長府才川2-12-8 248-6340 248-6340 吉見小 みさき薬局 下関市吉見本町１－２－５ 264-2005 286-2221

長府小 〇 松小田薬局 下関市長府松小田本町５－１３ 242-8193 242-5193

長府小 〇 エスマイル薬局松小田店 下関市長府松小田本町５２１－３　 227-4805 227-4806

長府小 オリーブ薬局長府店 下関市長府中六波町３００－１　 227-2136 227-2138

長府小 かずき薬局 下関市長府江下町１－２６ 250-8833 250-8832

※　小学校区内から、希望の薬局を選んでください

※　薬局名をクリックするとネット上の「薬局情報」にジャンプするので、営業時間等をご確認ください

問合せ先：

下関市薬剤師会：083-256-3893

夜間休日：090-3079-7612（中川）

http://yakkyoku-info.pref.yamaguchi.lg.jp/detail.php?id=421
http://yakkyoku-info.pref.yamaguchi.lg.jp/detail.php?id=883
http://yakkyoku-info.pref.yamaguchi.lg.jp/detail.php?id=924
http://yakkyoku-info.pref.yamaguchi.lg.jp/detail.php?id=379
http://yakkyoku-info.pref.yamaguchi.lg.jp/detail.php?id=503
http://yakkyoku-info.pref.yamaguchi.lg.jp/detail.php?id=239
http://yakkyoku-info.pref.yamaguchi.lg.jp/detail.php?id=726
http://yakkyoku-info.pref.yamaguchi.lg.jp/detail.php?id=25
http://yakkyoku-info.pref.yamaguchi.lg.jp/detail.php?id=386
http://yakkyoku-info.pref.yamaguchi.lg.jp/detail.php?id=1237
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