市町村

設置場所

分類

大分県庁舎本館・別館、ネバーランド県庁店、大分土木事務所、大分県立図書館、大分県社会福祉協議会、大分市保健
行政機関 所、東部保健福祉センター（鶴崎市民行政センター内）、西部保健福祉センター（稙田市民行政センター内）、大分市活き
活きプラザ潮騒、丹生温泉’和みの湯’

大分市

アガペ鶴崎薬局

大分市西鶴崎3-2-7

あかみね調剤薬局

大分市大字奥田尻細446−1

あき調剤薬局

大分市日吉町１８番９号

あすなろ薬局(大分)

大分市下郡南５丁目３０７番地

アトム薬局

大分市金池町２－４－２０

おおみち薬局

大分市東大道2丁目3-45

おれんじ薬局

大分市金池南２－３－８

かもめ薬局

大分市下郡山の手1番30号

かりん薬局

大分市宮崎953-1

きたまち調剤薬局

大分市明野北１－７－１

きむら薬局上野丘店

大分市上野丘１－１２－１８

くどう薬局わさだ店

大分市大字玉沢字深町９６６－８

クロカワ薬局

大分市萩原１－１９－３６

けやき通り薬局

大分市古ケ鶴１－２－１８

こがづる調剤薬局

大分市古ケ鶴１－２－２５

すずらん薬局

大分市横尾1930-1

セイユー堂薬局稙田店

大分市大字田尻４４１－１

そうごう薬局アクロスプラザ大分駅南店

大分市東大道１－３－１－２F

そうごう薬局大分東店

大分市高松東２－７－７

タケシタ調剤薬局大分店

大分市横田２丁目12-16

つのこばる薬局

大分市大字角子原８７０番地

ながとみ薬局竹中店

大分市竹中２７０１－７

なか薬局光吉店

大分市光吉２－２－A

はたの薬局

大分市新春日町1丁目1166-2

薬局

市町村

大分市

設置場所

分類

薬局

はたの薬局森店

大分市大字森402-10

はまゆう薬局

大分市大字佐賀関７７７－７

ひいろ調剤薬局宗方店

大分市大字上宗方８０２番４５８

ひらた薬局

大分市高城新町１３－１３

ファーマシー安東

大分市南春日町１２－７

ファン調剤薬局羽屋店

大分市古国府６－７A組

ファン薬局戸次店

大分市大字中戸次字中津留上４８４０－２４

ファン薬局上野店

大分市六坊北町４４７１－１

ふくろう薬局

大分市王子南町２－１４

ブンゴヤ薬局みどり店

大分市中央町３－７－３６

ブンゴヤ薬局横瀬店

大分市大字田原字後30番地1

ブンゴヤ薬局松岡店

大分市松岡５１８９－４

ブンゴヤ薬局大道店

大分市大道町４－５－２７

ブンゴヤ薬局竹町店

大分市中央町２－８－３

ブンゴヤ薬局本店

大分市中央町２－１－１７

ほじん薬局賀来店

大分市賀来南２－１１－３

ほじん薬局大在店

大分市竹下1丁目245番

ほじん薬局片島店

大分市大字津守３－２

マーガレット調剤薬局

大分市大字横尾４１３２－１

まい調剤薬局

大分市大在中央２丁目１６８番

まごころ調剤薬局

大分市光吉１２０１－３

まごころ調剤薬局古国府店

大分市大字古国府1205−2

まごころ調剤薬局森町店

大分市森町５１８－１

マツダ府内薬局

大分市畑中９３４－６

みさと薬局

大分市大字森町565番地3

市町村

大分市

設置場所

分類

薬局

みさと薬局太平町店

大分市太平町4組

やま薬局賀来店

大分市賀来北３－１－５

ユウセイ薬局

大分市下郡北３－２１－２２

ゆう調剤薬局ななせ店

大分市田尻４２５－２

ゆう調剤薬局まつおか店

大分市大字毛井寺の前256番5

ゆう調剤薬局猪野店

大分市猪野１１０１－７

ゆう調剤薬局稙田店

大分市大字市大坪３－７

わかくさ薬局

大分市中戸次４４８８－２

わかば調剤薬局

大分市城東町１８１

ワタナベ薬局荷揚町店

大分市荷揚町2番3号

ワタナベ薬局大手町店

大分市大手町３－３－３０

阿部薬局

大分市南津留１１－１６

旭調剤薬局

大分市大字三芳字笹原１０５２番の内

安東調剤薬局賀来店

大分市賀来南１－１５－２９

安東調剤薬局今津留店

大分市今津留２－１－１－１０１

安東調剤薬局車木店

大分市賀来北２－１０－２３

安東調剤薬局明野店

大分市明野北１－７－２５

安東調剤薬局野田店

大分市大字野田字原７９０－５

永冨調剤薬局だのはる店

大分市新春日町２－３－１２

永冨調剤薬局羽屋店

大分市羽屋3組2

永冨調剤薬局下郡店

大分市下郡東１－４－５

永冨調剤薬局春日店

大分市中春日町１５－１５

永冨調剤薬局大在店

大分市汐見２－１－４

永冨調剤薬局鶴崎店

大分市東鶴崎３丁目３番２０号

永冨調剤薬局田中店

大分市田中町１２－５

市町村

大分市

設置場所

分類

薬局

永冨調剤薬局萩原店

大分市新栄町2番2号

永冨調剤薬局判田店

大分市下判田2349番5

永冨調剤薬局富士見が丘店

大分市富士見ヶ丘東４－１３－１２

永冨調剤薬局府内店

大分市府内町２－３－３０

永冨調剤薬局敷戸団地店

大分市大字鴛野３６２－８

永冨調剤薬局敷戸店

大分市大字鴛野字行衛１０１８－１２

永冨調剤薬局米良店

大分市大字羽田194番地3

永冨調剤薬局本店

大分市下郡北１－４－４５

永冨調剤薬局明野店

大分市新明治1丁目4番地

下川薬局光吉店

大分市大字宮崎938番1

会営パウロ薬局

大分市大字宮崎字古園１３２１－１フェニックスクラ1階

会営東野台薬局

大分市東野台2-1

九州調剤薬局森店

大分市森３９０ー５

九州調剤薬局大在駅前店

大分市大在中央１丁目１２番３号

工藤調剤薬局坂ノ市店

大分市坂ノ市西１－７－７

国立前調剤薬局

大分市横田２－１３－１

坂ノ市たんぽぽ薬局

大分市坂ノ市中央1丁目267番地

春日薬局

大分市王子北町１－５

城南薬局

大分市永興7組4

杉原薬局

大分市坂ノ市中央３－５－１２

赤れんが薬局

大分市金池町１丁目１１番８号

太陽調剤薬局中判田店

大分市大字中判田字栗矢田１４３４－２

大賀薬局大分医大前店

大分市東野台2丁目1番地2

大志堂調剤薬局田尻店

大分市大字田尻457番地5

第一調剤薬局賀来店

大分市大字賀来西１丁目４番３号

市町村

設置場所

分類

第一調剤薬局森店

大分市大字森５８２－１

調剤薬局やくじゅ草

大分市上宗方大坪525番地の1

得丸長生堂調剤薬局

大分市大道町３－３－６６

内田薬局

大分市中央町１－２－２２

南大分薬局

大分市羽屋9組5

白寿堂薬局

大分市上宗方５６０－１２

白十字薬局(大分)

大分市西春日町４－１

府内薬局

大分市府内町１－１－２０

敷戸薬局

大分市敷戸西町１－１２－１０５

輔仁薬局賀来北店

大分市賀来北2丁目3616番

輔仁薬局佐賀関店

大分市大字佐賀関２２６７－１

輔仁薬局森町店

大分市森町４４１－１

輔仁薬局千代町店

大分市千代町2丁目1-8

輔仁薬局津留店

大分市今津留３－４－５９

輔仁薬局日赤前店

大分市千代町３－２－４７

輔仁薬局牧店

大分市牧１－１－２４

輔仁薬局明野店

大分市明野東２－７－１０

明野調剤薬局

大分市明野北４－１－１

（株）太田旗店

大分市府内町1-2-33

５番街事務所

大分市府内町2-2-1名店ビル1F

L.L.Cハートブリッジ プレジョブセンター

大分市中央町2丁目7番21号 福田ビル1F

サロンド・ミナコ

大分市府内町1-4-27

トキハ会館

大分市府内町2-1-4

トキハ本店

大分市府内町2-1-4

トクマル商会

大分市中央町2-8-7

薬局

大分市

商店街

市町村

設置場所

分類

フォーシーズン

大分市府内町1-4-24

ブンゴヤ薬局竹町店

大分市中央町2-8-3

メガネの正視堂

大分市中央町3-4-14

ヤノメガネ竹町本店

大分市中央町1-5-5

ライフパル

大分市府内町3丁目

岩尾洋装店

大分市中央町2-8-1

若竹園

大分市府内町2-4

大分センチュリーホテル

大分市府内町1-4-28

大分みらい信用金庫大分支店

大分市府内町1丁目2番8号

田崎洋酒店

大分市府内町2-6-16 田崎ビル

（株）ファミリーマート 佐賀関本神崎店

大分市大字本神崎６３１－１

（株）ファミリーマート 坂ノ市中央四丁目店

大分市坂ノ市中央４丁目１－３

（株）ファミリーマート 寺崎町一丁目店

大分市寺崎町１－２－９

（株）ファミリーマート 小野鶴店

大分市小野鶴７１５－８

（株）ファミリーマート 大在プラザ店

大分市大字政所字村田２１０３－３－２

（株）ファミリーマート 大分横瀬店

大分市大字横瀬２１９５番地の５

（株）ファミリーマート 大分下戸次店

大分市大字下戸次１５３８－２

（株）ファミリーマート 大分花高松店

大分市花高松３丁目１０番２０号

（株）ファミリーマート 大分寒田店

大分市大字宮崎１４９６－１

（株）ファミリーマート 大分県立病院西口店

大分市大字畑中字村ノ内９８４－１

（株）ファミリーマート 大分光吉インター前店

大分市大字光吉１１４０－１

（株）ファミリーマート 大分市下郡東店

大分市下郡東２丁目２番３９号

（株）ファミリーマート 大分小佐井店

大分市大字屋山２１７０－１４１

（株）ファミリーマート 大分城南団地店

大分市大字永興字早田９４１－２

（株）ファミリーマート 大分新栄町店

大分市新栄町１１番３０号

商店街

大分市

コンビニ

市町村

大分市

設置場所

分類

コンビニ

（株）ファミリーマート 大分津守店

大分市大字津守３９６－１

（株）ファミリーマート 大分椎迫店

大分市大字三芳６４５番地１

（株）ファミリーマート 大分都町四丁目店

大分市都町４丁目２番１９号

（株）ファミリーマート 大分南春日店

大分市南春日４番２７号

（株）ファミリーマート 大分梅ヶ丘店

大分市大字杉原８２４番地３

（株）ファミリーマート 大分弁天二丁目店

大分市弁天２丁目１番１４号

（株）ファミリーマート 大分明治北店

大分市大字小池原１番地１

（株）ファミリーマート 白滝橋店

大分市大字下判田２０７９－６

（株）ファミリーマート 府内町中央通り店

大分市府内町１丁目２－２－１

（株）ファミリーマート 米良バイパス店

大分市大字羽田９７－１コミュニティ羽田３

（株）ファミリーマート 野津原店

大分市大字野津原字中牟田９５１－１

（株）ファミリーマート 六坊北町店

大分市六坊北町４番１９号

（株）セブン-イレブン 大分皆春店

大分市皆春１６４－７

（株）セブン-イレブン 大分菰田店

大分市松岡１７４２－１

（株）セブン-イレブン 大分小池原店

大分市小池原１００６番地１

（株）セブン-イレブン 大分松原町２丁目店

大分市松原町2丁目1番10

（株）セブン-イレブン 大分城東町北店

大分市城東町9番16号

（株）セブン-イレブン 大分政所２丁目店

大分市政所２丁目１１８番

（株）セブン-イレブン 大分中鶴崎２丁目店

大分市中鶴崎2丁目７６－１

（株）セブン-イレブン 大分猪野店

大分市猪野１３５０－１

（株）セブン-イレブン 大分鶴崎工業入口店

大分市大字森字西町５３７－１

（株）セブン-イレブン 大分要町店

大分市要町３－６

（株）セブン-イレブン 大分里３丁目店

大分市里3丁目1-8

（株）ローソン 古国府店

大分市大字古国府６９４－６

（株）ローソン 大分駅前店

大分市金池町１‐１‐１５大分駅前ビル１Ｆ

市町村

大分市

設置場所

分類

（株）ローソン 大分下郡工業団地店

大分市大字下郡字国境３２６０‐１７

（株）ローソン 大分下郡南五丁目店

大分市下郡南５‐２‐７

（株）ローソン 大分原新町店

大分市原新町３０９

（株）ローソン 大分上戸次店

大分市大字上戸次字宇土ノ口６０９１‐２

（株）ローソン 大分千代町四丁目店

大分市千代町４‐４‐４

（株）ローソン 大分丹川店

大分市大字丹川１９７‐１

（株）ローソン 大分田原店

大分市大字田原字五反田８８８‐１

（株）ローソン 大分東鶴崎三丁目店

大分市東鶴崎３‐４‐２２

（株）ローソン 大分萩原一丁目店

大分市萩原１丁目２番３１号

（株）ローソン 大分萩原四丁目店

大分市萩原４‐２１５

（株）ローソン 大分片島中央店

大分市大字片島字上川田５３４番地１

（株）ローソン 大分片島店

大分市大字片島字下津留３９４‐１

（株）ローソン 大分豊饒店

大分市大字豊饒字中島２８０－１

（株）ローソン 大分稙田南中学校前店

大分市大字光吉字瀬口１３７７‐１

コンビニ

行政機関

別府市

東部保健所、別府土木事務所、別府市保健ｾﾝﾀｰ、別府市役所、
別府市社会福祉会館、別府市北部コミュニティーセンター（あすなろ館）
あすなろ薬局(別府)

別府市大字北石垣１０３６ー５ー２号

あゆみ調剤薬局扇山店

別府市扇山3組2

アルファ薬局

別府市石垣西７－８－１５

キムラ薬局

別府市緑丘町4組

キムラ薬局トキハ別府店

別府市北浜２丁目９−１

くらうん薬局

別府市中央町６－２２

くろーばー薬局

別府市北浜２－５－８

こもれび薬局

別府市石垣東３－５－２３

さとう調剤薬局亀川店

別府市亀川四の湯町8-33

スマイル薬局荘園店

別府市東荘園４－２

薬局

市町村

別府市

設置場所

分類

薬局

スワロー薬局

別府市石垣東１０－４－２３

スワロー薬局照波園店

別府市照波園町２２０５－５

セスナ荘園薬局

別府市荘園町9組1

セスナ薬局千代町店

別府市千代町８２番１

そうごう薬局別府秋葉店

別府市秋葉町8番30号

そうごう薬局別府流川店

別府市中島町１４－２４

たていし薬局

別府市鶴見6組1

つるみ調剤薬局

別府市大畑２組の１ 飛鳥ビル１階

にっこり調剤薬局

別府市東荘園町2丁目1組

のぞみ調剤薬局別府店

別府市大字鶴見４３９５－１

ファーマシー野口元町

別府市野口元町３－３３

ファン薬局新別府病院前

別府市大字鶴見字五反4142番

ファン薬局別府医療センター前

別府市内竈16-2

ふくだ薬局

別府市千代町２番６号

ゆう調剤薬局別府店

別府市大畑1組2

よしむら薬局

別府市元町７−１

ヨシムラ薬局鶴見病院前店

別府市石垣西６丁目６－１６

ロイヤルグリーン薬局

別府市大字鶴見5組2

永冨調剤薬局別府秋葉通り店

別府末広町１－２３ 工藤ビル1階

後藤薬局荘園店

別府市東荘園町１－１

春木薬局

別府市大字北石垣1526-2

青山薬局

別府市田の湯町１４

太陽調剤薬局

別府市北的ケ浜町３番１９号

太陽調剤薬局鶴見店

別府市鶴見町3組

中央薬局

別府市中央町８－１９

市町村

設置場所

分類

東洋漢方中央薬局(別府)

別府市楠町８－６

輔仁薬局新別府前店

別府市鶴見町8組 クレベール凌雲台1階

（株）堀文

別府市亀川東町27-22

ｙｏｉｙａ

別府市北浜1丁目1-16

トキハ別府店

別府市北浜2丁目9-1

一燈園亀川介護保険サービスセンター

別府市亀川中央町12-19

正木屋商店

別府市亀川四の湯町18-19

大分みらい信用金庫本店

別府市駅前本町1-31

藤内衣料品店

別府市亀川中央町9-2

木下薬局

別府市亀川中央町3-12

（株）ファミリーマート 別府石垣西三丁目店

別府市石垣西３丁目８３３番地

（株）ファミリーマート 別府鶴見店

別府市大字鶴見３９２１番４

（株）ファミリーマート 別府天満町店

別府市天満町６番３３号

（株）ファミリーマート 別府流川店

別府市楠町１０番３号

（株）セブン-イレブン 別府亀川中央町店

別府市亀川中央町１２０番地１

（株）セブン-イレブン 別府新港店

別府市新港町４－１５

（株）セブン-イレブン 別府大学前店

別府市北石垣９３０－１

（株）ローソン 別府坊主地獄前店

別府市小倉４組２

（株）ローソン 別府上人仲町店

別府市上人仲町６５７‐２

（株）ローソン 別府石垣東九丁目店

別府市石垣東９‐５‐１８

（株）ローソン 別府もみじ坂店

別府市大字南立石一区字中津留道北２１３９‐１

（株）ローソン 別府上人南店

別府市大字北石垣字林前田７５６‐３

（株）ローソン 別府北的ヶ浜町店

別府市北的ケ浜町１２２５

薬局

商店街

別府市

コンビニ

行政機関

北部保健所、中津市役所本庁、三光支所、本耶馬渓支所、耶馬溪支所、山国支所、ダイハツ九州アリーナ、耶馬溪ふる
さと村旬菜館、なかつ情報プラザ、南部まちなみ交流館、中津市立小幡記念図書館、コアやまくに

中津市
薬局

イルカ薬局中津店

中津市大字蛎瀬６００－１

市町村

設置場所

分類

薬局

中津市

グローバル薬局

中津市中央町９４１番地の４

そうごう薬局中津店

中津市大字永添５１２－２

ひまわり調剤薬局

中津市中央町１丁目９－３５

ふるた薬局丸山店

中津市丸山町５０－１

ふるた薬局宮夫店

中津市宮夫１２－６

ふるた薬局植野店

中津市植野１０７－５

ふるた薬局池永店

中津市大字下池永下号附１６８－４

ふるた薬局中央町店

中津市中央町２－５０１－３

フロンティア薬局中津店

中津市大字福島字道竹1056-2

やまと薬局(中津)

中津市大字上宮永３００番地ー１１

ワタナベ薬局市民病院前店

中津市大字下池永106番11

ワタナベ薬局上宮永店

中津市大字上宮永字友ノ町９－５

ワタナベ薬局中津店

中津市大字島田字林崎４６２－１

ワタナベ薬局殿町店

中津市殿町１４２２－２

大貞薬局

中津市大字加来2283-513

調剤薬局石だたみ

中津市寺町９８９番地２

藤本調剤薬局金手店

中津市大字金手10番9

（株）ファミリーマート 中津宮夫店

中津市大字宮夫６２番地１

（株）ファミリーマート 中津大悟法店

中津市大字大悟法１０１－１

（株）ファミリーマート 中津中殿町三丁目店

中津市中殿町３丁目２１番１

（株）ファミリーマート 中津中殿店

中津市大字中殿３８４－２

（株）セブン-イレブン 中津宮夫店

中津市大字宮夫字岩見３３－１

（株）セブン-イレブン 中津牛神町１丁目店

中津市沖代町２丁目２－１１

（株）セブン-イレブン 中津犬丸店

中津市犬丸７２５－１

（株）セブン-イレブン 中津是則店

中津市大字是則字湯屋１７６－１

コンビニ

市町村

中津市

設置場所

分類

コンビニ

行政機関

（株）ローソン 中津三光店

中津市三光原口字向ノ地６１１‐１

（株）ローソン 中津丸山町店

中津市字丸山町９０‐１

（株）ローソン 中津永添店

中津市大字永添字東佃４０３‐１

（株）ローソン 中津上如水店

中津市大字上如水１３２６‐１

（株）ローソン 中津相原店

中津市大字相原字郷ノ木３３７８‐１

（株）ローソン 中津中央町一丁目店

中津市中央町１‐７‐３２

（株）ローソン 中津駅南口店

中津市豊田町８‐３

西部振興局、西部保健所、日田市役所本庁、天瀬振興局、大山振興局、前津江振興局、中津江振興局、上津江振興
局、日田市総合保健福祉センター

あふれる薬局

日田市大字竹田395-4

あやめ薬局

日田市大字三和６５９－３

きたご調剤薬局いしい店

日田市大字石井石井町２丁目５９５−２９

すみれ薬局(日田)

日田市石井町２－５７２－８

そうごう薬局日田豆田町店

日田市豆田町５－２４

わかみや薬局

日田市南元町259-2

伊東薬局日の出町店

日田市大字渡里２２－１

岩里薬局三隈店

日田市銭渕町16-11

喜久屋薬局大山店

日田市大山町西大山９０５－１

三栄薬局咸宜店

日田市淡窓２丁目２−２３

日田調剤薬局三本松店

日田市三本松１－４－２８

楼蘭薬局

日田市銭渕町３１－２

（株）ファミリーマート 日田淡窓店

日田市淡窓１丁目４番１９号

（株）セブン-イレブン 日田高瀬店

日田市大字高瀬1223－2

（株）セブン-イレブン 日田三本松２丁目店

日田市三本松２丁目２１２－２

（株）セブン-イレブン 日田庄手店

日田市 大字庄手869－1

薬局

日田市

コンビニ

市町村

日田市

設置場所

分類

（株）セブン-イレブン 日田西有田店

日田市西有田

（株）セブン-イレブン 日田大山店

日田市大山町西大山

（株）ローソン 日田庄手店

日田市大字庄手字笠田２９６‐２

（株）ローソン 日田南友田店

日田市大字友田字田中５１９‐４

コンビニ

行政機関

佐伯市

薬局

南部振興局、南部保健所、佐伯市役所本庁、弥生振興局、上浦振興局、本匠振興局、宇目振興局、直川振興局、米水
津振興局、鶴見振興局、 蒲江振興局

クレイン調剤薬局

佐伯市鶴岡西町2丁目267番地

しもかわ調剤薬局

佐伯市鶴岡町１－１０－２２

しろやま調剤薬局

佐伯市城下西町700番地

ほじん薬局佐伯店

佐伯市女島区７２７２－１

みつばち薬局

佐伯市鶴岡町１－２－３３

もみじ薬局

佐伯市中の島１－１４－２３

ゆう調剤薬局佐伯コスモ店

佐伯市鶴岡西町２－２１６

ゆう調剤薬局佐伯店

佐伯市長島町２丁目２１番１０号

駅前調剤薬局

佐伯市駅前２丁目５番１０号

下川薬局長島店

佐伯市長島町４－１－６

宮明薬局

佐伯市大手町３－４－２

佐伯センター調剤

佐伯市中村東町２－１－１０２

佐伯調剤薬局

佐伯市常盤西町１０－１５

上岡調剤薬局

佐伯市上岡木戸ノ瀬１２５８－４

東中の島調剤薬局

佐伯市中の島３－２－１

東町調剤薬局

佐伯市東町１２２５１－２

南佐調剤薬局中央店

佐伯市向島２丁目１９－１４

輔仁薬局弥生店

佐伯市弥生大字江良1058番地1

夢見堂薬局西谷店

佐伯市西谷町２－１７

市町村

設置場所

分類

商店街

さいき本舗 城下堂

佐伯市大手町3丁目3-7

（株）ファミリーマート 佐伯新女島店

佐伯市新女島６７７１番地１

（株）ファミリーマート 佐伯中村北店

佐伯市中村北町１０番３号

（株）ファミリーマート 佐伯鶴岡店

佐伯市鶴岡町１丁目１番１６号

（株）ファミリーマート 弥生井崎店

佐伯市弥生大字井崎９９４－２

（株）セブン-イレブン 佐伯弥生店

佐伯市弥生大字上小倉１２０８

（株）ローソン 佐伯女島店

佐伯市女島９００２‐３

（株）ローソン 佐伯内町店

佐伯市内町８‐２１

佐伯市
コンビニ

行政機関 臼杵土木事務所、臼杵市観光交流プラザ、臼杵市野津庁舎

薬局

オカハチ薬局

臼杵市大字臼杵１６４－７

そうごう薬局臼杵コスモス店

臼杵市大字江無田１１０９番１

ゆう調剤薬局臼杵店

臼杵市大字江無田椚が迫１５３８番６

永冨調剤薬局臼杵店

臼杵市大字臼杵字浜２－１０７－７５１

永冨調剤薬局市浜店

臼杵市大字市浜670番1

遠藤薬局

臼杵市大字江無田２５６－３

赤嶺薬局

臼杵市野津町大字野津市１６４番地の１

友松薬局野津店

臼杵市野津町大字野津市北町１２２－１

萬里薬局洲崎店

臼杵市大字臼杵２の１０７の７１７

臼杵市中央通り商店街振興組合

臼杵市大字臼杵232番地の1

（株）ファミリーマート 臼杵熊崎店

臼杵市大字諏訪８９６－１

（株）ファミリーマート 臼杵野津町店

臼杵市野津町大字宮原３６９６番地

（株）ローソン 臼杵市浜店

臼杵市大字市浜７５４

臼杵市

商店街

コンビニ

行政機関 津久見市公民館、津久見市社会福祉協議会、津久見商工会議所、津久見市役所、津久見市民図書館

津久見市

イルカ薬局

津久見市千怒６０４５－１

かえで薬局

津久見市宮本町１１３２－１

薬局

市町村

設置場所

分類

薬局

津久見市

そうごう薬局津久見港町店

津久見市港町９－３ 中津留ビル１階

そうごう薬局津久見店

津久見市大字千怒６１２６－２

長生堂薬局

津久見市中央町８－２６

（株）セブン-イレブン 津久見港町店

津久見市中央町760番地121

（株）ローソン 津久見上宮本町店

津久見市上宮本町８番６号

コンビニ

行政機関 豊肥振興局、竹田市役所、荻支所、久住支所、直入支所

薬局

ヒマワリ調剤薬局

竹田市久住町栢木６０３０－３

ファン薬局長湯店

竹田市直入町長湯7982-9

竹田調剤薬局

竹田市大字竹田１８９６－２

（株）あわや

竹田市大字竹田町389-1

ホテル つちや

竹田市大字竹田1998

（株）ファミリーマート 竹田玉来店

竹田市大字玉来８４５－１

（株）ローソン 竹田すごう店

竹田市大字菅生９９３番地３

竹田市

商店街

コンビニ

行政機関 豊後高田保健部、豊後高田土木事務所、健康交流センター花いろ、豊後高田市高田庁舎、真玉庁舎、香々地庁舎

薬局

たかだ調剤薬局

豊後高田市本町１２３７－１

たかだ調剤薬局香々地店

豊後高田市見目3930-1

はあとふる薬局

豊後高田市呉崎字新町１５９３番２

ワタナベ薬局高田店

豊後高田市大字界３７２ー３

友松薬局真玉店

豊後高田市中真玉２１３５－２

（株）中山田青果

豊後高田市高田868番地

（有）お茶の山口園

豊後高田市界390番地

（有）肉のかなおか

豊後高田市新町890-2

龍のタカラバコ

豊後高田市新町976番地

（株）ファミリーマート 豊後高田新地店

豊後高田市新地１０４１－１

（株）ファミリーマート 豊後高田本町店

豊後高田市本町１２２３番１

豊後高田市

商店街

コンビニ

市町村

分類

豊後高田市

コンビニ

設置場所

（株）ローソン 豊後高田森店

豊後高田市森字秋吉４８‐５

行政機関 杵築市役所杵築庁舎、山香庁舎、大田庁舎、杵築市健康推進館、きつき生涯学習館

さとう調剤薬局杵築店

杵築市南杵築魚町７－１１

ジェイ・エイ薬局

杵築市大字大内７７０７－２

ワタナベ薬局山香店

杵築市山香大字野原１６４３－２

永松薬局本店

杵築市大字南杵築１９４７－４

山香町立病院前薬局

杵築市山香町野原舟木１６４１

梅田薬局

杵築市山香町大字野原１７６９ー７

（株）ファミリーマート 杵築山香店

杵築市山香町大字広瀬４８１－１

（株）ファミリーマート 杵築八坂店

杵築市大字八坂字田計２４７８他

（株）セブン-イレブン 杵築北浜店

杵築市大字杵築北浜７００番１－２

薬局

杵築市

コンビニ

行政機関

北部振興局、宇佐土木事務所、宇佐市役所、宇佐市役所新別館（福祉事務所）、安心院支所、院内支所、市民図書館、
四日市コミュニティーセンター
さとう薬局

宇佐市大字江須賀4040番地7

ワタナベ薬局宇佐店

宇佐市大字北宇佐１６２１－５

ワタナベ薬局四日市店

宇佐市大字四日市字瓦塚１０－６

ワタナベ薬局上田店

宇佐市上田170-21

ワタナベ薬局南宇佐店

宇佐市大字南宇佐椎の宮635番3

ワタナベ薬局法鏡寺店

宇佐市大字法鏡寺８０－１

ワタナベ薬局豊川店

宇佐市中原３４０－６

ワタナベ薬局本店

宇佐市大字四日市１４４４－４

院内町薬局

宇佐市院内町大副４８３－１

熊仁寿堂熊薬局

宇佐市大字上高家１３９０－１

友松薬局山本店

宇佐市大字山本百枝１６６１－７

友松薬局糸口店

宇佐市大字下時枝５６８－３

友松薬局柳ヶ浦店

宇佐市江須賀１９５１－５

宇佐市
薬局

市町村

設置場所

分類

商店街

宇佐市

まちん中サロン

宇佐市四日市1368-1

五所生花店

宇佐市石田58-1

時枝酒店

宇佐市四日市1165

藤原茶舗

宇佐市四日市1391-2

門前市場あじみや

宇佐市四日市1397-2

（株）ファミリーマート 宇佐中央店

宇佐市大字上田字岩金９２７－１

（株）ファミリーマート 宇佐柳ヶ浦店

宇佐市住吉町２丁目１番

（株）セブン-イレブン 宇佐江須賀店

宇佐市大字江須賀２３８番１

（株）セブン-イレブン 宇佐上田店

宇佐市大字上田９１２－１

コンビニ

行政機関 豊肥保健所、豊後大野土木事務所、豊後大野市役所、清川支所、緒方支所、朝地支所、大野支所、千歳支所、犬飼支所

あそう調剤薬局赤嶺店

豊後大野市三重町赤嶺1164番74

おおの調剤薬局おがた店

豊後大野市緒方町馬場３０６－１

けやき薬局

豊後大野市三重町小坂４１０９－６７

さくら薬局(豊後大野)

豊後大野市大野町田中２６６－２

ふるさと薬局

豊後大野市大野町田中２－１０

まえはら調剤薬局

豊後大野市緒方町馬場32番地

みつば薬局

豊後大野市三重町赤嶺１２５０－８

わかば薬局

豊後大野市三重町赤嶺字深田１５７１

三重調剤薬局小坂店

豊後大野市三重町小坂4110-36

三重調剤薬局内田店

豊後大野市三重町大字内田９９９－１

首藤薬局犬飼店

豊後大野市犬飼町田原１１０５－１－５

緒方薬局

豊後大野市緒方町馬場２１－１０

（株）ファミリーマート 三重原店

豊後大野市三重町芦刈４８１－１７

（株）ファミリーマート 豊後大野三重市場店

豊後大野市三重町市場２９０番１

（株）ファミリーマート 豊後大野緒方店

豊後大野市緒方町馬場１４－１

薬局

豊後大野市

コンビニ

市町村

豊後大野市

設置場所

分類

（株）セブン-イレブン 豊後大野三重小坂店

豊後大野市三重町小坂4109番１４

（株）セブン-イレブン 豊後大野三重赤嶺店

豊後大野市三重町赤嶺字年神１９８８－１

（株）セブン-イレブン 豊後大野三重大原店

豊後大野市三重町赤嶺字松久保２６８５番地６

（株）ローソン 三重町赤嶺店

豊後大野市三重町赤嶺字大原１１４９‐５

コンビニ

行政機関 由布保健部、由布市役所庄内庁舎、挾間庁舎、湯布院庁舎、湯布院公民館、はさま未来館

あい調剤薬局

由布市庄内町大龍２１６８

あき調剤薬局湯布院店

由布市湯布院町川上岩木ヤシキ２４０１番１

まごころ調剤薬局はさま店

由布市挾間町北方２１－１

みさと薬局挟間店

由布市挾間町挾間270番地1

永冨調剤薬局はさまジャスコ前店

由布市挾間町北方字下角53番地

永冨調剤薬局はさま店

由布市挾間町北方756番2

西庄内調剤薬局

由布市庄内町庄内原字前８２８－３

輔仁薬局湯布院店

由布市湯布院町川南３０５－１

（株）ファミリーマート 由布挾間店

由布市挾間町挾間５１４－１

（株）セブン-イレブン 大分大学医学部附属病院店

由布市挾間町医大ヶ丘１丁目１

（株）セブン-イレブン 湯布院川上店

由布市湯布院町川上３７３６－１

（株）セブン-イレブン 湯布院湯の坪店

由布市湯布院町川上３０１１－４

（株）セブン-イレブン 由布向原店

由布市挾間町向原２９４－１

（株）ローソン 湯布院乙丸店

由布市湯布院町川上字松ノ木３７０５‐１

（株）ローソン 由布挾間店

由布市挾間町挾間７３１‐１

薬局

由布市

コンビニ

行政機関

国東市

薬局

国東保健部、国東市役所本庁舎、国東市役所国見総合支所、安岐総合支所、くにさき総合文化センター（アストくにさ
き）、国東保健センター、サイクリングターミナル、武蔵保健福祉センター

そうごう薬局国東店

国東市安岐町下原１２９２

たかはし薬局

国東市武蔵町古市１１２－３

なのはな薬局

国東市武蔵町古市９０番４

市町村

設置場所

分類

薬局

国東市

むさし調剤薬局

国東市武蔵町糸原2543番6

れんげ草薬局

国東市国見町大熊毛字花開１８２－１

友松薬局伊美店

国東市国見伊美２７０２－２

（株）ファミリーマート 国東市民病院前店

国東市安岐町下原字原口１４７５－１

（株）ファミリーマート 国東田深店

国東市国東町田深９３７番地

（株）セブン-イレブン 安岐塩屋店

国東市安岐町塩屋字古屋敷２９９番１

（株）セブン-イレブン 国東安岐下原店

国東市安岐町下原字カツラヲ７５２番地

（株）セブン-イレブン 国東黒津崎店

国東市国東町小原サヲリ１９３１ 番２号

（株）セブン-イレブン 武蔵古市店

国東市武蔵町古市１６６－１

（株）ローソン 国東小原店

国東市国東町小原字墓下り１７９４

（株）ローソン 国東武蔵古市店

国東市武蔵町古市字川原田１８‐１

コンビニ

姫島村

行政機関 姫島村国民健康保険診療所、姫島港船客待合所

行政機関 日出町役場、日出町保健福祉センター、日出町中央公民館

日出町

薬局

コンビニ

九重町

あゆみ調剤薬局

速水郡日出町3839番地6

さとう調剤薬局

速見郡日出町３８３４－１２

さとう調剤薬局佐尾店

速見郡日出町３９０４－７

ナカシマ薬局

速見郡日出町２９７２番地の１

ワタナベ薬局日出店

速見郡日出町川崎4941の8

（株）ファミリーマート 日出川崎店

速見郡日出町大字川崎３６７２番地２

行政機関 九重町隣保館、九重町保健センター、飯田公民館、野上公民館、南山田公民館、東飯田公民館、九重町役場

行政機関 玖珠土木事務所、玖珠町役場、玖珠町総合運動公園、玖珠町メンサンホール

みしま薬局

玖珠郡玖珠町大字森９８７−３

やまだ薬局

玖珠郡玖珠町大字山田２２８８－１

（株）ファミリーマート 玖珠戸畑店

玖珠郡玖珠町大字戸畑字峯６３２－１

（株）ファミリーマート 玖珠大隈店

玖珠郡玖珠町大字大隈９８３－１

薬局
玖珠町

コンビニ

市町村

分類

玖珠町

コンビニ

設置場所

（株）セブン-イレブン 玖珠山田店

玖珠郡玖珠町山田２９１－１

（株）セブン-イレブン 玖珠森店

玖珠郡玖珠町森３４－１

