
福祉区 薬局名 住所 電話番号

1 北区中央 加宝堂薬局 岡山市北区京橋町８－５ 224-4147

2 北区中央 サカエ薬局　柳川店 岡山市北区中山下１－１－１グレースタワーⅢ100-a 233-1017

3 北区中央 サカエ薬局　中山下店 岡山市北区中山下１－６－９ 206-4520

4 北区中央 ひなた薬局 岡山市北区中山下１丁目９－５０ 224-2227

5 北区中央 サンヨー薬局・南方店 岡山市北区南方３－９－１６ 206-3452

6 北区中央 ハートライフ薬局　西大寺町店 岡山市北区表町３－６－２５ 226-0810

7 北区中央 調剤薬局マツモトキヨシ平和町店 岡山市北区平和町５－１ 235-8866

8 北区中央 花月薬局清輝橋在宅センター 岡山市北区清輝橋４－８－１５ 230-4285

9 北区中央 柿の木薬局 岡山市北区清輝本町３－３０ 234-7676

10 北区中央 ひがしもん薬局 岡山市北区岡町１－２３ 235-5788

11 北区中央 ハートライフ薬局　京町店 岡山市北区京町８－１２ 234-0810

12 北区中央 肥後薬局　日赤前店 岡山市北区青江１－１１－６ 238-3571

13 北区中央 フロンティア薬局　岡山日赤前店 岡山市北区青江１－８－６ 235-5301

14 北区中央 ゆずりは薬局　青江店 岡山市北区青江１丁目２２－２２ 221-2355

15 北区中央 こやま薬局・青江店 岡山市北区青江５－１－１ 221-5552

16 北区中央 あかり薬局　富田店 岡山市北区富田４１１－６ 236-0200

17 北区中央 セガミ薬局岡大病院前店 岡山市北区大学町６－２８ 212-0870

18 北区中央 鹿田薬局 岡山市北区厚生町２－７－１５ 226-3711

19 北区中央 富永薬局　大元店 岡山市北区今２－７－１ＫＵⅡビル１階 246-9211

20 北区中央 肥後薬局　鹿田本町店 岡山市北区鹿田本町２－１５ 232-5567

21 北区中央 オール薬局　西古松店 岡山市北区西古松２－２７－１１ 245-5010

22 北区中央 こやま薬局・大供店 岡山市北区大供２－２－８ 234-5002

23 北区中央 やまかわ薬局　大供表町店 岡山市北区大供表町１４－１５ 212-1670

24 北区中央 エムエム薬局　大元店 岡山市北区大元１－１－２ 245-8857

25 北区中央 晴れのくに薬局　大元上町店 岡山市北区大元上町１１－７ 805-7277

26 北区中央 いずみ薬局 岡山市北区東古松３－２－２８ 236-0234

27 北区中央 サカエ薬局　岡山駅前店 岡山市北区本町１－１８ 230-1605

28 北区中央 やまかわ薬局　本町店 岡山市北区本町５－２０岡山高島屋東館２階 238-3888

29 北区中央 おかやま薬局　岡北店 岡山市北区大和町２－８－２５ 231-0022

30 北区中央 ザグザグ薬局　北方店 岡山市北区北方２－１－２４ 801-5270

31 北区中央 虹いろ薬局　駅元店 岡山市北区駅元町１７－３コムコム駅西館１Ｆ 251-3040

32 北区中央 サンヨー薬局・三門店 岡山市北区下伊福上町１６－１３カワサキビル１Ｆ 252-1988

33 北区中央 ひまわり薬局　高柳店 岡山市北区高柳西町１６－１３ 256-7388

34 北区中央 サンヨー薬局・西崎店 岡山市北区西崎本町４－３６ 239-8534

35 北区中央 おかやま薬局　大安寺店 岡山市北区大安寺東町２２－２２ 239-8020

36 北区中央 富永薬局 岡山市北区奉還町１－２－７ 256-6282

37 北区中央 ファーマシィ薬局　岡山駅西口 岡山市北区奉還町２－１－２９日笠ビル１階 898-2880

38 北区中央 アイビー薬局　大安寺 岡山市北区野殿東町１－３３ 239-3370

39 北区中央 虹いろ薬局　大野辻店 岡山市北区今３－１８－３０ 230-7300

40 北区中央 エムエム薬局 今店 岡山市北区今７－２４－１８ 246-8777

41 北区中央 岡薬局　田中店 岡山市北区田中６２８－１ 246-0020

42 北区中央 Ｅ薬局　辰巳店 岡山市北区辰巳１８－１０９ 259-1481

43 北区中央 エンゼル薬局　西長瀬店 岡山市北区中仙道２－２８－２１ 246-6088

44 北区中央 赤松薬局 中仙道店 岡山市北区中仙道５８－１２４ 245-0605

45 北区中央 シライシ薬局 岡山市北区白石西新町８－１１１ 253-5575

46 北区中央 畑薬局 平野店 岡山市北区平野１０７３－３ 292-6667

47 北区中央 陵南薬局 岡山市北区平野５３６－１１ 292-5505

48 北区北 サンライズ薬局 岡山市北区伊島北町８－５ 898-1880

49 北区北 ケイ・アイ堂薬局 岡山市北区伊福町１－１－６ 255-3977

50 北区北 マスカット薬局 一宮店 岡山市北区一宮３４－１ 286-4400

51 北区北 いちのみや薬局 岡山市北区一宮山崎２７９－７ 284-8710

52 北区北 アイビー薬局 一宮 岡山市北区西辛川３０５－１ 284-5560

53 北区北 シライシ薬局 一宮店 岡山市北区西辛川４８８－１０ 284-8673

54 北区北 あおぞら薬局 岡山市北区津島西坂２－２－２０－２ 256-6122

令和４年度岡山市認定在宅介護対応薬局⼀覧 （R４.3.1現在）
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55 北区北 サン薬局　一宮店 岡山市北区楢津３９８－１ 250-8510

56 北区北 おかやま薬局　津高店 岡山市北区横井上２２０－１ 294-8188

57 北区北 クオール薬局 栢谷店 岡山市北区栢谷１６７９－１ 294-6700

58 北区北 クオール薬局 富原店 岡山市北区富原３７０２－１ 255-5900

59 北区北 就実大学薬学部附属薬局 岡山市北区田益１２９１－１ 294-9100

60 北区北 ひまわり薬局 津高店 岡山市北区津高７０８－４ 251-3005

61 北区北 ひまわり薬局 津高西店 岡山市北区津高７１２－６ 251-0100

62 北区北 おかやま薬局　御津店 岡山市北区御津野々口３７８－９ 724-3030

63 北区北 成広薬局 宇垣店 岡山市北区御津宇垣１５５９ 724-4271

64 北区北 成広薬局 金川店 岡山市北区御津金川４４９－２ 724-5150

65 北区北 おかやま薬局 福渡店 岡山市北区建部町川口１５２４－６ 722-9800

66 北区北 そうごう薬局　福渡店 岡山市北区建部町福渡１００４－１ 722-4511

67 中区 赤松薬局 岡山市中区東中島町３－１ 272-0605

68 中区 虹いろ薬局　本店 岡山市中区赤坂本町１－１２ 270-0400

69 中区 虹いろ薬局　倉田店 岡山市中区平井３－１０６２－６ 276-5915

70 中区 平井薬局 岡山市中区平井４－２３－２３ 276-0661

71 中区 ユーカリ薬局 門田屋敷店 岡山市中区門田屋敷３－５－４０－４ 273-0566

72 中区 赤松薬局　古京店 岡山市中区古京町１－４－３２－１ 237-0605

73 中区 あかり薬局　中納言店 岡山市中区中納言町４－２４ 206-1161

74 中区 Ｅ薬局　西川原店 岡山市中区西川原１３５－１ 201-1645

75 中区 サンヨー薬局・原尾島店 岡山市中区原尾島３－１２－５５ 271-3472

76 中区 新富薬局 岡山市中区国富７８２－５ 270-1311

77 中区 つばさ薬局 岡山市中区浜６２１－１ 272-2710

78 中区 富永薬局 浜店 岡山市中区浜３－３－９ 271-9177

79 中区 虹いろ薬局　高島店 岡山市中区賞田２５４－８ 275-2216

80 中区 おかやま薬局　高島店 岡山市中区高島新屋敷３８０－１４ 238-2000

81 中区 モシモシ薬局 本店 岡山市中区国府市場８０－１ 275-5031

82 中区 赤松薬局 高島店 岡山市中区中井１－１３－１７ 275-9311

83 中区 岡山平成薬局 岡山市中区中井１－５－１ 275-9132

84 中区 めばえ薬局 岡山市中区中井２８５－５ 275-3901

85 中区 竹水堂薬局　中島店 岡山市中区中島６８－４ 201-1551

86 中区 竹水堂薬局 岡山市中区八幡東町１９－４ 275-0316

87 中区 みなと薬局 雄町店 岡山市中区雄町２８１－５ 278-6870

88 中区 大村薬局 岡山市中区山崎６８－１ 200-0547

89 中区 ゾンネ朝日薬局 岡山市中区福泊１９９－２ 277-1449

90 中区 みなと薬局 円山店 岡山市中区円山８８－７ 276-6877

91 中区 岡山平成薬局　操南店 岡山市中区藤崎１３６－２４ 238-5141

92 中区 こやま薬局・江崎店 岡山市中区江崎８９－３ 274-2088

93 中区 ザグザグ薬局 江崎店 岡山市中区江崎６９０－１ 200-2282

94 中区 そうごう薬局　倉田店 岡山市中区倉田２４１－３７ 201-2781

95 中区 操南薬局 岡山市中区江並７７－５ 277-0862

96 中区 Ｅ薬局　東店 岡山市中区土田８０３－５ 206-4668

97 中区 Ｅ薬局　竜操店 岡山市中区高屋３４２ 272-0895

98 中区 すずらん薬局 岡山市中区藤原西町２－６－５０ 270-5750

99 中区 虹いろ薬局　乙多見店 岡山市中区乙多見１０１－３ 278-5301

100 中区 ハロー薬局 岡山市中区長利１０３－６ 278-2666

101 中区 ユーカリ薬局　清水店 岡山市中区清水２９２－１ 206-4377

102 東区 おかやま薬局　益野店 岡山市東区益野町２５１－１０ 201-2562

103 東区 ひかり薬局 アイ店 岡山市東区可知２－２－２０ 944-8333

104 東区 ひかり薬局 本店 岡山市東区可知２－５－１ 943-7669

105 東区 こやま薬局・松新町店 岡山市東区松新町２９－４ 944-8510

106 東区 アール薬局 岡山市東区西大寺松崎１６７－１ 944-2335

107 東区 けしごやま薬局 岡山市東区西大寺松崎１７６－９ 942-1124

108 東区 ザグザグ薬局　西大寺店 岡山市東区西大寺中野９３０－１ 944-5711
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109 東区 あかり薬局　上南店 岡山市東区君津３２０－１ 948-5855

110 東区 あおば薬局 岡山市東区西大寺上３－８－４２ 201-5888

111 東区 ひかり薬局 駅前店 岡山市東区西大寺上２－２－３３ 944-1712

112 東区 虹いろ薬局　西大寺店 岡山市東区西大寺中１－１０－５ 944-1860

113 東区 ひかり薬局 中野ゆめ店 岡山市東区西大寺中野１７０－１０ 944-5705

114 東区 サカエ薬局　西大寺南店 岡山市東区西大寺南２－１－４６ 238-5760

115 東区 ひかり薬局 新地店 岡山市東区西大寺新地１６－７ 944-8803

116 東区 おかやま薬局 西大寺店 岡山市東区金岡東町１－１１－４８ 943-7666

117 東区 あかね薬局 岡山市東区神崎町１０５－１６ 946-0899

118 東区 サカエ薬局 山南店 岡山市東区宿毛７４４－１ 946-2621

119 東区 あかり薬局 平島店 岡山市東区東平島１１３－１ 206-6100

120 東区 あかり薬局 平島西店 岡山市東区東平島１０４１－１ 297-0551

121 東区 あかり薬局　本店 岡山市東区東平島９２２－１ 297-5551

122 東区 岡山平成薬局　城東台店 岡山市東区城東台西２－６－４ 238-4002

123 東区 あすなろ薬局 岡山市東区瀬戸町江尻１３５７－１ 952-5333

124 東区 サカエ薬局　瀬戸店 岡山市東区瀬戸町沖２１０－９ 201-0125

125 東区 サンヨー薬局・赤磐店 岡山市東区瀬戸町光明谷字伊料２０１－１２ 952-5011

126 東区 プラス薬局 岡山市東区瀬戸町瀬戸１９０－４ 952-9988

127 南区西 はな薬局 妹尾店 岡山市南区妹尾１１２０－７０ 282-9939

128 南区西 みのり薬局 妹尾店 岡山市南区妹尾８４０－１５ 282-8804

129 南区西 ビオス薬局 妹尾駅前店 岡山市南区東畦１１２－４５ 209-1448

130 南区西 おくすりカフェちいず薬局 岡山市南区東畦１６４－９ 209-1521

131 南区西 はな薬局 東畦店 岡山市南区東畦７６６－２２ 282-9401

132 南区西 はな薬局 岡山市南区内尾４６３－１７ 282-5557

133 南区西 そうごう薬局　Ｐモール藤田店 岡山市南区藤田５６０－５１８ 259-2271

134 南区西 ダテ薬局 藤田店 岡山市南区藤田６７４－１８ 296-8211

135 南区西 はな薬局　藤田店 岡山市南区藤田５６０－５１５ 239-0866

136 南区西 アイビー薬局 彦崎 岡山市南区植松７００－２ 363-9033

137 南区西 ダテ薬局 彦崎店 岡山市南区彦崎２９０７－３５ 362-1040

138 南区西 もも薬局　岡山南店 岡山市南区宗津９２９－３ 259-5788

139 南区南 ゆずりは薬局　三浜店 岡山市南区三浜町１－６－１１ 902-1193

140 南区南 オレンジ薬局　三浜町店 岡山市南区三浜町２－１７－１５ 263-0606

141 南区南 よつば薬局 岡山市南区平福１－１３－１８ 261-8220

142 南区南 こやま薬局・豊成店 岡山市南区豊浜町１－３０ 223-5558

143 南区南 金光薬局 岡南店 岡山市南区築港栄町１９－２ 262-9710

144 南区南 サンヨー薬局・築港店 岡山市南区築港栄町７－３０ 902-1934

145 南区南 西山薬局 岡山市南区築港新町１－１５－１５ 262-0953

146 南区南 くすりのラブ薬局 岡南店 岡山市南区築港新町１－１－６ 902-0028

147 南区南 イクタ薬局 岡山市南区築港新町１－１８－５天満屋ハピータウン内 264-6136

148 南区南 サンヨー薬局・あけぼの店 岡山市南区築港新町１－７－３０ 261-9600

149 南区南 築港ユアサ薬局 岡山市南区築港緑町１－１５－１ 263-8545

150 南区南 こやま薬局・並木町店 岡山市南区並木町２－１３－１１ 902-0781

151 南区南 富永薬局　並木町店 岡山市南区並木町２－２７－７ 259-0207

152 南区南 くすりのラブ薬局 福田店 岡山市南区福田２２７－２３ 265-5938

153 南区南 常國薬局 豊成店 岡山市南区豊成３－２０－３７ 264-6776

154 南区南 ハートライフ薬局 岡山市南区浦安本町８８－９ 261-0810

155 南区南 こやま薬局・泉田店 岡山市南区泉田５－１０－３０ 246-0604

156 南区南 こやま薬局・西市店 岡山市南区西市５２７－３ 242-5206


