
【東区】
薬局名 住所  電話番号

聖和堂薬局 福岡市東区雁の巣1-25-25 092-410-8192

ドレミ薬局香椎店 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

アガペ香椎薬局 福岡市東区香椎駅前1-12-2ASSET香椎1Ｆ 092-719-1807

松仙堂薬局本店 福岡市東区香椎駅前2-12-33 092-662-5050

新生堂薬局 香椎店 福岡市東区香椎駅前2-14-16 092-661-7852

新生堂薬局 東店 福岡市東区香椎駅前2-4-23香椎ﾋﾞﾙ1F 092-662-9163

松仙堂薬局香椎東店 福岡市東区香椎駅東4-26-38 092-410-3910

こじか薬局 福岡市東区香椎台1-5-11-1F 092-692-9812

香椎台調剤薬局 福岡市東区香椎台1-6-8-101 092-683-0747

イオン薬局香椎浜店 福岡市東区香椎浜3-12-1イオンモール香椎浜 092-673-6106

星風薬局 福岡市東区香椎浜3-2-9 092-663-5508

さくら薬局三苫店 福岡市東区三苫3-2-40 092-605-5004

春風薬局若宮店 福岡市東区若宮4-4-19 092-674-2640

松崎調剤薬局 福岡市東区若宮5-19-17 092-662-5585

タナカ調剤薬局 福岡市東区若宮5-3-45ﾊﾟｽﾃｨｰﾕ香椎南1F 092-673-2347

春風薬局松崎店 福岡市東区松崎2-22-12 092-674-2700

めぐみ調剤薬局西戸崎店 福岡市東区西戸崎1-7-24 092-603-6001

マリア薬局 福岡市東区千早1-8-13 092-672-1294

タカラ薬局千早 福岡市東区千早2-1-36 092-674-3188

松仙堂薬局千早店 福岡市東区千早4-14-36-101 092-673-3834

フレイル予防相談事業　実施薬局 　　　2022/9/7 現在
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そうごう薬局　千早店 福岡市東区千早4丁目93-2-104 092-663-1061

みどり調剤薬局 福岡市東区千早5-20-1 092-683-1316

新生堂薬局 土井店 福岡市東区土井1-17-10 092-691-6155

新生堂薬局 地下鉄馬出九大病院前店 福岡市東区馬出2丁目地下鉄箱崎線馬出九大病院前駅構内 092-643-5005

ココカラファイン薬局奈多店 福岡市東区奈多3-6-19 092-286-4522

瑠璃薬局 福岡市東区馬出2-22-23-101 092-642-1818

タカラ薬局箱崎 福岡市東区箱崎1-5-5 092-633-3140

タカラ薬局八田 福岡市東区八田1-14-9 092-691-3758

楠葉堂薬局 福岡市東区八田2-21-30 092-691-4721

アガペ舞松原薬局 福岡市東区舞松原1-13-12ツネヤビル1階 092-410-9970

ひまわり薬局本店漢方館 福岡市東区和白丘1-22-15 092-605-0002

ウエルシア薬局福岡和白東店 福岡市東区和白東1-40-12 092-605-1302

大賀薬局 和白店 福岡市東区和白東2-13-35ｳｨﾝｸﾞ友和1F 092-605-6133

大賀薬局新宮店 福岡市東区和白東5-11-22 092-692-5021
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【博多区】
薬局名 住所  電話番号

ｱｺｰ調剤薬局 福岡市博多区博多区下臼井778-1国内線旅客ターミナルビル2階 092-624-8632

シティ薬局浦田 福岡市博多区浦田1-10-16 092-504-2659

シティ薬局立花寺 福岡市博多区浦田1-32-18 092-985-2115

双和薬局 福岡市博多区下呉服町2-13双和ﾋﾞﾙ 092-271-5350

大賀薬局祇園店 福岡市博多区祇園町2-8ﾘｱﾝ祇園ﾋﾞﾙ1F 092-263-3880

ふくじん調剤薬局吉塚店 福岡市博多区吉塚2-7-1 092-622-4408

パピヨン薬局 福岡市博多区吉塚5-6-30 092-260-7695

大賀薬局吉塚駅東口店 福岡市博多区吉塚本町10-8 092-626-8819

ﾄﾞﾗｯｸﾞｲﾚﾌﾞﾝ薬局市民病院前店 福岡市博多区吉塚本町13-21 092-643-9611

新生堂薬局 雑餉隈店 福岡市博多区銀天町3-1-10 092-573-2868

まさおか薬局明治通り店 福岡市博多区綱場町1-1 092-263-7060

まさおか薬局大博通り店 福岡市博多区綱場町1-16 092-271-5062

双葉薬局 福岡市博多区寿町3-5-9 092-573-5553

諸岡調剤薬局 福岡市博多区諸岡3-15-55 092-574-4320

保生堂調剤薬局 福岡市博多区上呉服町10-23 092-271-0523

オリーブ薬局 福岡市博多区千代1-1-68ﾌｧｰﾈｽﾄ東公園201号 092-643-5340

荒巻薬局 福岡市博多区千代1-17-1ﾊﾟﾋﾟﾖﾝ24-1F 092-651-1103

タカラ薬局千代 福岡市博多区千代3-3-11 092-641-0070

誠心堂薬局 福岡市博多区千代4-30-1 092-651-4464

十字堂薬局 福岡市博多区千代4-30-5 092-641-4115

ちどり薬局 福岡市博多区千代5-18-7 092-651-8086

ステップ薬局 福岡市博多区東光2-6-8 092-436-7670
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ラベンダー薬局 福岡市博多区東那珂1-14-46ﾌｫﾚｵ博多2F 092-409-3540

さわやか薬局 福岡市博多区那珂3-12-19 092-411-0009

ミトク薬局南福岡店 福岡市博多区南本町2-4-16ﾛﾜｰﾙﾏﾝｼｮﾝ南福岡107 092-573-9279

新生堂薬局 三井ビル店 福岡市博多区博多駅前1-1-1新三井ﾋﾞﾙB2 092-483-0717

博多調剤薬局 福岡市博多区博多駅前1-5-1 092-472-1208

新生堂薬局 センタービル店 福岡市博多区博多駅前2-2-1福岡ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ地下1F 092-414-7139

新生堂薬局 由布ビル店 福岡市博多区博多駅前3-16-13 由布ﾋﾞﾙ1F 092-452-6377

新生堂薬局 地下鉄筑紫口改札前店 福岡市博多区博多駅中央街 地下鉄博多駅筑紫口構内 092-483-0851

市原調剤薬局 福岡市博多区博多駅東1-12-7第13岡部ﾋﾞﾙ1F 092-414-7275
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【中央区】
薬局名 住所  電話番号

マロニエ薬局 福岡市中央区警固1-8-1秋本ﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙ1Ｆ 092-713-7401

和光けご調剤薬局 福岡市中央区警固2-18-7 ふじたﾋﾞﾙ1F 092-737-1901

新生堂薬局 大手門店 福岡市中央区荒戸1-4-41F 092-720-8755

中央保険調剤薬局 福岡市中央区高砂1-22-2 092-522-2964

警固薬局 福岡市中央区今泉2-5-24 092-731-0058

薬局はなみずき 福岡市中央区桜坂1-3-2第一信和ﾋﾞﾙ2F 092-288-7336

ユウアイ薬局春吉店 福岡市中央区春吉2-11-10 092-714-4889

すずらん調剤薬局清川店 福岡市中央区清川3-14-7 092-534-7654

和光けやき通り薬局 福岡市中央区赤坂2-6-5-105 092-736-7799

きらら薬局 福岡市中央区草香江1-8-10101号 092-724-3001

太陽薬局大名店 福岡市中央区大名2-9-18 092-406-3665

福岡市薬剤師会薬局 福岡市中央区地行浜1-7-10 092-731-4193

なごみ薬局天神店 福岡市中央区天神1-14-4天神平和ﾋﾞﾙ3F 092-791-6401

セジマ調剤薬局天神 福岡市中央区天神1-15-6綾杉ﾋﾞﾙ3F 092-731-7311

そうごう薬局天神中央店 福岡市中央区天神1-3-38天神121ﾋﾞﾙ1F 092-734-7311

ミワ調剤薬局 福岡市中央区天神1-9-17福岡天神フコク生命ビル6F 092-712-8161

タオ薬局 福岡市中央区天神2-4-20天神ﾌﾟﾗｯｻ802号 092-713-3661

ココカラファイン薬局福岡パルコ店 福岡市中央区天神2-9-18福岡パルコ新館B1F 092-737-1558

天神らいおん薬局 福岡市中央区天神3-4-9GGｿｰﾗｰﾋﾞﾙ3F 092-738-1521

イオン薬局ショッパーズ福岡店 福岡市中央区天神4-4-11 092-726-0571

どんぐり薬局 福岡市中央区天神4-6-28天神ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ1F 092-721-1310

太陽薬局 福岡市中央区渡辺通2-2-1西村ﾋﾞﾙ1F 092-712-7762
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福神調剤薬局天神南店 福岡市中央区渡辺通2-3-19 092-732-7177

新生堂薬局 薬院八千代ビル店 福岡市中央区渡辺通2-6-12 八千代ﾋﾞﾙYA55-1F 092-713-5010

すずらん調剤薬局 福岡市中央区平尾3-6-11児島ﾋﾞﾙ1F 092-533-9522

セジマ調剤薬局薬院 福岡市中央区薬院2-6-1 092-762-2130

薬院調剤薬局 福岡市中央区薬院3-11-5ｴｽﾃｰﾄﾓｱ薬院1F 092-523-1701

さくら薬局高宮通り店 福岡市中央区薬院3-8-9日下部ﾋﾞﾙ1F 092-534-7205

和光薬局 福岡市中央区六本松1-6-5 092-781-5657

アガペ六本松調剤薬局 福岡市中央区六本松2-4-11 092-732-9242
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【早良区】
薬局名 住所  電話番号

くらら薬局賀茂店 福岡市早良区賀茂4-21-22 092-407-3493

タカラ薬局原 福岡市早良区原1-30-35 092-832-4688

イオン薬局原店 福岡市早良区原6-27-52 092-844-3182

タカラ薬局荒江 福岡市早良区荒江2-9-8-101 092-847-2900

フジタ薬局地下鉄藤崎店 福岡市早良区高取2-17-43 092-851-8607

アイプラス薬局次郎丸店 福岡市早良区次郎丸3-22-12 092-863-7251

タカラ薬局次郎丸 福岡市早良区次郎丸4-9-8 092-402-0309

あい薬局 福岡市早良区次郎丸6-2-75 092-873-3470

藤島調剤薬局 福岡市早良区室見2-12-3-1 092-846-3459

トモエ薬局 福岡市早良区室見2-15-27 092-852-1125

新生堂薬局 室見駅店 福岡市早良区室見5-1-22-1F 092-832-1311

太陽薬局あけぼの店 福岡市早良区曙1-5-25 092-836-5577

福神調剤薬局 曙店 福岡市早良区曙2-1-11 092-844-6308

新生堂薬局 小田部店 福岡市早良区小田部3-17-23 092-407-5861

ラララ薬局福岡店 福岡市早良区小田部4-7-19 092-832-3383

裕生堂薬局室見店 福岡市早良区小田部6-11-24 092-832-8577

そうごう薬局 西新店 福岡市早良区西新1-10-27-1F 092-846-5831

西新そうめい薬局 福岡市早良区西新1-4-19-1F 092-834-2593

オレンジ通り薬局 福岡市早良区西新1-8-19ﾌｧﾐｰﾙ西新105号 092-841-5797

ちるだ薬局 福岡市早良区西新4-9-35真栄ﾋﾞﾙ6F 092-847-3250

大賀薬局西新店 福岡市早良区西新5-1-32津村ビル1Ｆ 092-831-1475

くらら薬局西新店 福岡市早良区西新5-15-19 092-843-4147

7 / 14 ページ



たぐま薬局 福岡市早良区田隈2-33-12 092-866-5775

いちご調剤薬局 福岡市早良区田村4-29-3 092-874-1577

よつば薬局田村店 福岡市早良区田村5-16-38 092-874-0028

春風薬局早良店 福岡市早良区東入部2-2-2 092-804-7851

藤崎調剤薬局 福岡市早良区藤崎1-1-32 092-821-1010

みどり薬局 福岡市早良区藤崎1-22-11 092-843-4484

やよい調剤薬局 福岡市早良区藤崎2-11-35 092-823-1688

新生堂薬局 内野店 福岡市早良区内野2-21-38 092-872-3020

サクラ調剤薬局早良店 福岡市早良区南庄3丁目6-11 092-833-3115

新生堂薬局 室見店 福岡市早良区南庄5-11-15 092-833-1055

太陽薬局飯倉店 福岡市早良区飯倉3-31-9 092-832-7666

新生堂薬局 飯倉店 福岡市早良区飯倉5-16-50-1F 092-864-6696

オメガ薬局 福岡市早良区百道浜2-3-2TNC放送会館2F 092-832-1781

ももち浜調剤薬局 福岡市早良区百道浜4-13-3 092-841-1130

大賀薬局野芥調剤店 福岡市早良区野芥1-16-26 092-801-2135

グリーン薬局野芥店 福岡市早良区野芥1-31-7 092-861-8272

うさぎ薬局 福岡市早良区野芥2-5-15内田ビル 092-862-8774

そうごう薬局藤崎店 福岡市早良区弥生1丁目4-3-1F 092-845-3851
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【城南区】
薬局名 住所  電話番号

まなべ薬局 福岡市城南区片江1-4-36 092-862-2725

くらら薬局干隈店 福岡市城南区干隈2-8-27 092-404-4455

かわもと薬局 福岡市城南区七隈3-1-20 092-865-2100

せお調剤薬局 福岡市城南区七隈3-4-13 092-873-1188

タカラ薬局七隈 福岡市城南区七隈4-11-5 092-865-3366

七隈四ツ角薬局 福岡市城南区七隈7-2-1 092-874-5055

タカラ薬局福大病院前 福岡市城南区七隈7-42-12 092-836-5454

福岡市薬剤師会薬局七隈店 福岡市城南区七隈7-42-25 092-872-1818

大賀薬局地下鉄福大前店 福岡市城南区七隈8丁目地下鉄福大前駅構内 092-866-8200

まつやま薬局 福岡市城南区松山2-8-6 092-874-6490

あいざわ薬局 福岡市城南区長尾1-13-21 092-861-0040

さんわ調剤薬局 福岡市城南区鳥飼5-19-12 092-841-1541

松島薬局 福岡市城南区堤2-21-3 092-863-6477

くらら薬局田島店 福岡市城南区田島5-3-1 092-405-0027

くらら薬局 福岡市城南区田島5-8-31 092-872-6682

薬局しきまち 福岡市城南区東油山2-2-8 092-865-9213

溝上薬局福大病院前店 福岡市城南区梅林2-27-3 092-874-8455

薬局すずらんファ―マシー 福岡市城南区樋井川1-23-39 092-874-7243

ＴＭ調剤薬局樋井川１丁目店 福岡市城南区樋井川1-8-26 092-874-7160

やさしい薬局長尾店 福岡市城南区樋井川2-9-15 092-874-5151

きらきら薬局長尾店 福岡市城南区樋井川3-18-6 092-541-4774

オリーブ薬局 福岡市城南区樋井川3-46-9 092-542-3622
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サツマ薬局 福岡市城南区樋井川3-6-1樋井川ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ109 092-551-4037

ピー・エフ調剤薬局別府店 福岡市城南区別府1-21-23 092-845-8310

大賀薬局　別府店 福岡市城南区別府4丁目14-21 092-846-8720

メイプル薬局 福岡市城南区片江4-1-4 092-801-9933

友神堂薬局友丘店 福岡市城南区友丘3-2-9 092-872-2057
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【西区】
薬局名 住所  電話番号

ナカガミ薬局センタービル店 福岡市西区壱岐団地135-11 092-811-6530

津田薬局 福岡市西区横浜1-50-16 092-806-2372

そうごう薬局戸切店 福岡市西区戸切2-13-10 092-892-5041

ライフ薬局 福岡市西区今宿駅前1-7-5 092-805-8755

まさおか薬局今宿店 福岡市西区今宿西1-30-25 092-805-7770

さんくす薬局今宿東店 福岡市西区今宿東2-23-14 092-407-8813

コ－シン薬局 福岡市西区拾六町1-19-1 092-884-1837

パンプキン薬局 福岡市西区拾六町5-1-30 092-407-3757

福神調剤薬局拾六町店 福岡市西区拾六町5-17-23 092-885-5148

大賀薬局小戸店 福岡市西区小戸1-16-27 092-884-0851

さんはーと薬局 福岡市西区上山門1-14-1 092-892-3877

ミネマツ薬局上山門店 福岡市西区上山門1-22-2 092-883-0113

吉田薬局エクセル店 福岡市西区上山門1-7-1 092-882-3365

タカラ薬局伊都東 福岡市西区西都1-4-8 092-405-0959

そうごう薬局石丸東店 福岡市西区石丸2-40-27 092-883-1861

かもめ薬局 福岡市西区福重5-6-1 092-895-1121

イオン薬局福岡伊都店 福岡市西区北原1-2-1 092-805-8706

いちご薬局 福岡市西区姪の浜2-13-2 092-883-1030

フクオカ薬局 福岡市西区姪の浜4-9-18 092-883-1795

ミネマツ薬局姪浜南店 福岡市西区姪浜駅南2-19-18 092-885-1721

トモエ薬局姪浜駅南店 福岡市西区姪浜駅南2-30-5 092-407-6705

ＴＭ調剤薬局野方６丁目店 福岡市西区野方6-26-8 092-894-8688
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そうごう薬局野方東店 福岡市西区野方6-36-26 092-812-5231

そうごう薬局野方店 福岡市西区野方7-759-4 092-812-1601
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【南区】
薬局名 住所  電話番号

おおぞら薬局 福岡市南区塩原3-15-11岡ﾋﾞﾙ103 092-554-2600

新生堂薬局 塩原店 福岡市南区塩原3-24-22 かめやﾋﾞﾙ101 092-554-6132

かみまち調剤薬局 福岡市南区塩原4-18-18高野ﾋﾞﾙ1F 092-408-2563

さんくす薬局横手店 福岡市南区横手3-32-20 092-586-8600

ひろき薬局横手店 福岡市南区横手3-40-18 092-571-1712

けい薬局 福岡市南区花畑3-33-10 092-565-5523

けやごお調剤薬局 福岡市南区警弥郷1-13-2警弥郷ﾋﾞﾙ1F 092-591-0821

新生堂薬局 向野店 福岡市南区向野1-3-5ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ安戸1F 092-557-3727

新生堂薬局 高宮通り店 福岡市南区高宮3-10-9-101 092-791-8910

太陽薬局ピア高宮店 福岡市南区高宮5-1-1ﾋﾟｱ高宮ﾋﾞﾙ南棟2F 092-526-7907

壮健調剤薬局 福岡市南区皿山2-1-2 092-541-7626

のばら薬局 福岡市南区三宅1-13-12 092-551-1523

井上調剤薬局 福岡市南区大橋1-16-16 092-562-3339

スエタ調剤薬局 福岡市南区大橋1-21-9宗雲ﾋﾞﾙ1F 092-552-0972

新生堂薬局 大橋店 福岡市南区大橋3-2-5 092-552-8061

新生堂薬局 南店 福岡市南区大橋3-31-18 奥山ﾋﾞﾙ1F 092-551-7723

新生堂薬局 南大橋店 福岡市南区大橋4-24-17 092-554-5671

いずみ薬局 福岡市南区大橋4-8-1 092-562-3055

ハロ－薬局大橋店 福岡市南区大橋4丁目27-3 092-554-5685

りんご薬局 福岡市南区大楠1-15-19 092-534-1511

康心薬局 福岡市南区大楠2-11-32 092-753-7211

新生堂薬局 中尾店 福岡市南区中尾3-26-1 092-554-5850
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福神調剤薬局長丘店 福岡市南区長丘5丁目28-8 092-562-8168

新生堂薬局 大池通り店 福岡市南区長住2-1-9 092-511-1101

新生堂薬局 長住中央店 福岡市南区長住5-11-23-102 092-557-3003

新生堂薬局 長住店 福岡市南区長住7-5-1ﾎﾞｰﾅ長住1号室 092-511-0366

太陽薬局長住７丁目店 福岡市南区長住7-5-24 092-554-1567

太陽薬局屋形原店 福岡市南区鶴田4-7-25 092-566-7907

きらり薬局桧原店 福岡市南区桧原3-2-36 092-555-7933

おひさま薬局桧原店 福岡市南区桧原3-8-16 092-555-7711

一心堂薬局 福岡市南区平和1-4-7 092-524-1505

太陽薬局のま店 福岡市南区野間1-11-31 092-561-5600

さとう薬局 福岡市南区野間4-18-25 092-551-3939

のため薬局 福岡市南区野多目1-11-5 092-552-5200

新生堂薬局 警弥郷店 福岡市南区弥永1-3-1 092-915-8481

新生堂薬局 老司店 福岡市南区老司4-1-45 092-567-6451
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