
大分市 薬局　＜禁煙相談＞ 令和３年７月末日時点

※郵便番号順 大分県健康づくり支援課調べ

【上野丘】

午前 午後 その他 要 方法

健康堂調剤薬局 〒870-0025 大分市顕徳町３丁目１－２ 097-537-2632 月～土 14:00-18:00

有限会社きむら薬局　上野丘店 〒870-0835 大分市上野丘１丁目１２－１８ 097-545-9305 月～土 9:00-13:00

【碩田】

午前 午後 その他 要 方法

永冨調剤薬局　府内店 〒870-0021 大分市府内町２丁目３－３０ 097-540-6636 月～土 9:00-11:30 13:30-18:00 土:午前中のみ

五番街薬局 〒870-0021 大分市府内町３丁目７番３５号　大分プラネットビル１Ｆ 097-547-9334 月～金 9:00- -17:00

【王子】

午前 午後 その他 要 方法

春日薬局 王子店 〒870-0006 大分市王子中町9-39 097-538-0500 土 9:00-12:00

春日薬局 〒870-0005 大分市王子北町1-5春日薬局ビル１階 097-537-1181 土 9:00-12:00

はたの薬局 〒870-0818 大分市新春日町１－１１６６－２　マメゾン春日１Ｆ 097-544-3195 月～土 8:30-12:30 13:30-17:30 木･土:午前中のみ

永冨調剤薬局 だのはる店 〒870-0818 大分市新春日町２丁目３－１２ 097-513-8223 月～土 8:30-12:00 12:00-18:00 ○ 電話

みさと薬局 太平町店 〒870-0837 大分市太平町４組 097-578-8525 月～土 8:30- -18:30 土:15時まで

【大分西】

午前 午後 その他 要 方法

Moon調剤薬局 西大分店 〒870-0003 大分市大字生石１４５－５５ 097-513-3388 月～土 9:00- -18:00

住所 TEL 診療日
受付時間

相談予約
名称 郵便番号 住所 TEL 診療日

受付時間

名称 郵便番号 住所 TEL 診療日
受付時間 相談予約

相談予約

相談予約
名称 郵便番号

名称 郵便番号 住所 TEL 診療日
受付時間



大分市 薬局　＜禁煙相談＞ 令和３年７月末日時点

※郵便番号順 大分県健康づくり支援課調べ

【南大分】

午前 午後 その他 要 方法

南大分薬局 〒870-0854 大分市羽屋四丁目1番31号 097-546-0257 月～金 8:45- -18:00

有限会社なか薬局 ふるごう店 〒870-0844 大分市大字古国府五丁目１番３２号 097-554-5933 水 14:00-16:00 ○ 電話

みなみ薬局 〒870-0887 大分市二又町３－３－１３ 097-574-4666 月～土 9:00-13:30 13:30-18:30 木･土:午前中のみ

Ｏ.Ｐ.Ａ 薬局 〒870-0855 大分市豊饒ニ丁目10番9号 097-544-0234 月～金 9:00- -17:00 ○ 電話･他

【城南】

午前 午後 その他 要 方法

大分市薬剤師会 会営 東野台薬局 〒870-0867 大分市東野台２丁目１番地 097-549-4106 月～金 9:00-12:00 12:00-18:00

大賀薬局 大分医大前店 〒870-0867 大分市東野台２丁目１番地２ 097-548-7333 月～金 9:00- -18:00 ○ 電話

【城東】

午前 午後 その他 要 方法

(株)臼杵薬局 花津留店 〒870-0933 大分市花津留２丁目５番５号 097-551-5027 月～金 9:00-12:00 14:00-17:00

岩田町調剤薬局 〒870-0936 大分市岩田町一丁目１番３７号 097-556-0160 月～金 9:00- -18:00

こがづる調剤薬局 〒870-0935 大分市古ヶ鶴１丁目２番２５号 097-553-2882 月～土 8:30-12:00 13:00-17:00 土:午前中のみ

輔仁薬局 牧店 〒870-0924 大分市牧１丁目１番２４号 097-553-5260 月～日 8:30- -18:00 祝日･第2･4日曜日休み

【滝尾】

午前 午後 その他 要 方法

かもめ薬局 〒870-0961 大分市下郡山の手１番３０号 097-554-3720 月～土 9:00- -17:30

永冨調剤薬局 下郡店 〒870-0953 大分市下郡東一丁目４番５号 097-567-1661 月～土 8:45- -18:00 木･土:午前中のみ

在宅庄内調剤薬局 〒870-0955 大分市下郡南２丁目２－２９ 097-574-7326 月～土 9:00- -18:00 土:15時まで ○ 電話

永冨調剤薬局 米良店 〒870-0942 大分市大字羽田１９４番地の３ 097-554-7373 月～土 9:00-12:00 12:00-18:00 土:17:30まで

株式会社 臼杵薬局 〒870-0945 大分市大字津守８８番地１６ 097-569-1135 月～水･金土 9:00-12:00 15:00-18:00

名称 郵便番号 住所 TEL 診療日
受付時間

相談予約

名称 郵便番号 住所 TEL 診療日
受付時間 相談予約

名称 郵便番号 住所 TEL 診療日

名称 郵便番号 住所 TEL 診療日
受付時間 相談予約

受付時間

相談予約



大分市 薬局　＜禁煙相談＞ 令和３年７月末日時点

※郵便番号順 大分県健康づくり支援課調べ

【明野】

午前 午後 その他 要 方法

ゆう調剤薬局 猪野店 〒870-0134 大分市大字猪野字西原１１０１－７ 097-522-0665 月～金 9:00- -17:30

九州調剤薬局 明野店 〒870-0161 大分市明野東２丁目３３番１５号 097-551-3993 月～土 9:00- -18:00 木:16時まで、土:13:30まで

【鶴崎】

午前 午後 その他 要 方法

第一調剤薬局 森店 〒870-0128 大分市大字森５８２番地の１ 097-521-5553 月～土 9:00- -18:00 木:17時まで、土:13時まで

永冨調剤薬局 鶴崎店 〒870-0103 大分市東鶴崎３丁目３番２０号 097-523-1676 月～土 9:00- -18:30 土:13:30まで

【竹中】

午前 午後 その他 要 方法

ながとみ薬局 竹中店 〒879-7501 大分市竹中２７０１－７ 097-597-5385 月～土 9:00- -18:00 ○ 電話

【判田】

午前 午後 その他 要 方法

永冨調剤薬局 判田店 〒870-1112 大分市下判田２３４９番５ 097-586-7130 月～土 8:30-12:00 12:00-18:00 土:17:30まで

【大在】

午前 午後 その他 要 方法

まい調剤薬局 〒870-0251 大分市大在中央２丁目１６８番 097-592-5915 木･土 13:00-15:00 ○ 電話

【稙田】

午前 午後 その他 要 方法

ひいろ調剤薬局 宗方店 〒870-1152 大分市上宗方南1丁目3番5号 097-542-2001 月～土 8:30-12:00 12:00-18:00 水:16時まで、土:午前中のみ

名称 郵便番号 住所 TEL 診療日
受付時間 相談予約

名称 郵便番号 住所 TEL 診療日
受付時間

住所 TEL 診療日
受付時間

郵便番号 住所 TEL 診療日
受付時間 相談予約

相談予約

名称 郵便番号 住所 TEL 診療日
受付時間 相談予約

名称 郵便番号

相談予約

名称 郵便番号 住所 TEL 診療日
受付時間 相談予約

名称



大分市 薬局　＜禁煙相談＞ 令和３年７月末日時点

※郵便番号順 大分県健康づくり支援課調べ

【稙田西】

午前 午後 その他 要 方法

永冨調剤薬局 富士見が丘店 〒870-1176 大分市富士見が丘東４丁目１３番１２号 097-586-1300 月～土 9:00-12:00 12:00-16:00 ○ 電話

【稙田東】

午前 午後 その他 要 方法

永冨調剤薬局 敷戸団地店 〒870-1121 大分市大字鴛野３６２－８ 097-574-7200 月～土 8:30- -17:30 ○ 電話

永冨調剤薬局 敷戸店 〒870-1121 大分市鴛野行衛1018-12 097-569-7889 木 13:00-17:00 ○ 電話

大分市薬剤師会 会営 パウロ薬局 〒870-1133 大分市大字宮崎字古園１３２１－１　フェニックスクラ１階 097-594-5840 月～金 15:00-18:00 ○ 電話

【佐賀関】

午前 午後 その他 要 方法

輔仁薬局 佐賀関店 〒879-2201 大分市大字佐賀関２２６７－１ 097-524-4410 月～金 9:00-12:00

【賀来】

午前 午後 その他 要 方法

輔仁薬局 賀来北店 〒870-0848 大分市賀来北２丁目３６１６番 097-548-7266 月～土 9:00- -18:30 土:17時まで

ほほえみ調剤薬局 〒870-0868 大分市大字野田２７２－５ 097-574-8823 月～土 9:00- -18:00 木:午前中のみ、土:17時まで ○ 電話

相談予約

名称 郵便番号 住所 TEL 診療日
受付時間 相談予約

名称 郵便番号 住所 TEL 診療日
受付時間

名称 郵便番号 住所 TEL 診療日
受付時間

名称 郵便番号 住所 TEL 診療日
受付時間 相談予約

相談予約



別府市 薬局　＜禁煙相談＞ 令和３年７月末日時点

※郵便番号順 大分県健康づくり支援課調べ

午前 午後 その他 要 方法

あすなろ薬局 〒874-0000 別府市大字北石垣１０３６－５－２号 0977-27-6771 月～土 9:00-13:00 13:00-18:00 土:午前中のみ

さとう調剤薬局 亀川店 〒874-0025 別府市亀川四の湯町８－３３ 0977-76-9900 火･木 14:00-17:00 ○ 電話

(有)のぞみ調剤薬局別府店 〒874-0840 別府市大字鶴見４３９５－１ 0977-75-8626 月～土 8:30-13:00 13:00-18:00 土:午前中のみ

りんご薬局 〒874-0840 別府市大字鶴見４５４８番地１９４１ 0977-75-8634 火～金 15:00-16:00 ○ 電話

青山薬局 〒874-0909 別府市田の湯町２００４番地６ 0977-73-8155 月～水・金･土 9:00-12:00 12:00-19:00 水:午前中のみ、土:13時まで

アルファ薬局 〒874-0910 別府市石垣西７丁目８番１５号 0977-24-2643 月～土 9:00-12:00 13:00-18:00 土:午前中のみ

くろーばー薬局 〒874-0920 別府市北浜２丁目５－８ 0977-23-1419 月～土 9:00-13:00 13:00-18:00

有限会社キムラ薬局 トキハ別府店 〒874-0920 別府市北浜２丁目９番１号 0977-21-3633 月～土 9:00-12:00 13:00-17:00 水･土:午前中のみ ○

そうごう薬局 別府秋葉店 〒874-0937 別府市秋葉町８番３０号 0977-22-3901 金 15:00-18:00

永冨調剤薬局 別府秋葉通り店　 〒874-0938 別府市末広町１－２３　工藤ビル１階 0977-23-5400 月～土 9:00-12:00 13:00-17:00 土:午前中のみ

よしむら薬局 〒874-0944 別府市元町７－１ 0977-22-3715 月～日 9:00-12:00 12:00-18:00

相談予約
名称 郵便番号 住所 TEL 診療日

受付時間



中津市 薬局　＜禁煙相談＞ 令和３年７月末日時点

※郵便番号順 大分県健康づくり支援課調べ

午前 午後 その他 要 方法

ふるた薬局 宮夫店 〒871-0012 中津市宮夫１２－６ 0979-22-0640 月～土 9:00-13:00 14:00-18:00 土:午前中のみ ○

藤本調剤薬局 金手店 〒871-0013 中津市大字金手１０番９ 0979-53-9273 月～土 9:00- -17:30 水:16時まで、土:12:30まで

オリーブ薬局 〒871-0023 中津市湯屋２７３－３ 0979-26-0410 月～土 9:00-13:00 14:00-18:00 水･土:午前中のみ

一丁目薬局 〒871-0024 中津市中央町１丁目７３８－１ 0979-24-8810 月～金 12:00-12:59 13:00-14:30 ○ 電話

薬局オリーブⅡ 〒871-0027 中津市上宮永１１１２－３ 0979-26-1411 月～水・金･土 9:00-12:00 14:00-18:00 火:午後のみ

有限会社やまと薬局 〒871-0027 中津市大字上宮永３００番地－１１ 0979-26-1516 水～金 14:00-17:00 ○ 電話

ワタナベ薬局 上宮永店 〒871-0027 中津市大字上宮永字友ノ町９－５ 0979-26-0030 月～土 9:00-13:00 14:00-18:00 水･土:午前中のみ

藤本調剤薬局 本町店 〒871-0036 中津市島田本町５５ 0979-64-7151 月～土 9:00- -18:00 土:午前中のみ、昼休み無し

西野薬局 〒871-0041 中津市新博多町１７１１ 0979-22-5586 月～土 10:00/11:00 ○ 電話

大貞薬局 〒871-0152 中津市大字加来２２８３－５１３ 0979-27-6755 月～金 9:00-12:00 14:00-17:00

沖代薬局 〒871-0162 中津市大字永添３７５番４ 0979-27-0291 月～金 9:00-12:00 14:00-17:00 木:午前中のみ

そうごう薬局 中津店 〒871-0162 中津市大字永添５１２番地の２ 0979-23-7351 月～金 9:00-12:00 12:00-18:00 ○

相談予約
名称 郵便番号 住所 TEL 診療日

受付時間



日田市 薬局　＜禁煙相談＞ 令和３年７月末日時点

※郵便番号順 大分県健康づくり支援課調べ

午前 午後 その他 要 方法

あやめ薬局 〒877-0000 日田市大字三和６５９番地３ 0973-28-5547 月･火 15:00-16:30

楼蘭花月薬局 〒877-0000 日田市大字三和９２９－２ 0973-27-5077 月～土 9:00-12:00 14:00-18:00 水･土:午前中のみ

オリーブ薬局 〒877-0000 日田市大字渡里１０３９番地１ 0973-27-5006 月～土 9:00-12:00 日曜･祝日･盆･正月除く ○ 電話

伊東薬局 日ノ出町店 〒877-0000 日田市大字渡里２２－１ 0973-23-5910 月～土 8:30- -18:00 土:14時まで ○ 電話

三栄薬局 咸宜店 〒877-0012 日田市淡窓２丁目４番３４号 0973-27-5105 月～金 8:30- -17:30

朝倉薬局 三本松店 〒877-0016 日田市三本松１－２４２－９ 0973-26-0323 月～日 15:00-18:00 曜日は要相談 ○

(株)淡水やまと薬局 〒877-0044 日田市隈２丁目２-７ 0973-28-5785 月～金 9:00-12:00 14:00-18:00

岩里薬局 三隈店 〒877-0052 日田市銭渕町１６－１１ 0973-22-1700 土 14:00-17:00

(有)きたご調剤薬局 いしい店 〒877-0061 日田市大字石井字５９２－１４ 0973-27-6213 月･火･金 15:00-16:00 ○ 電話

辻田薬局 日田店 〒877-1232 日田市清水町８２番地の１ 0973-23-1348 月～金 14:00-17:30

相談予約
名称 郵便番号 住所 TEL 診療日

受付時間



佐伯市 薬局　＜禁煙相談＞ 令和３年７月末日時点

※郵便番号順 大分県健康づくり支援課調べ

午前 午後 その他 要 方法

下川薬局 光陽台店 〒876-0025 佐伯市池田１７１２番３０ 0972-28-8585 月・火・金 9:00-12:00

上岡調剤薬局 〒876-0045 佐伯市上岡木戸ノ瀬１２５８－４ 0972-20-3388 月～土 9:00- -17:00 診療は14時-18時

ゆう調剤薬局 佐伯店 〒876-0813 佐伯市長島町２丁目２１番１０号 0972-24-1480 月～土 9:00-12:00 12:00-17:30 土:13時まで

しもかわ調剤薬局 〒876-0835 佐伯市鶴岡町１丁目１０番２２号 0972-25-1800 月～土 14:00-17:00 ○ 電話

ファン薬局 長門記念病院前 〒876-0835 佐伯市鶴岡町１丁目２００７番７ 0972-23-6181 月～土 14:00-18:00

夢見堂薬局 西谷店 〒876-0836 佐伯市西谷町２番１７号 0972-20-5050 火・木 10:00-12:00 14:00-16:00 火:午前中のみ、木:午後のみ ○

もみじ薬局 〒876-0843 佐伯市中ノ島１丁目１４番２３号 0972-28-6738 月～土 9:00-13:00 14:00-18:00 水･土:午前中のみ

南佐調剤薬局 中央店 〒876-0844 佐伯市向島２丁目１９－１４ 0972-24-2125 月～土 9:00-12:30 14:00-17:30 土:午前中のみ、要相談。 ○ 電話

かまえ調剤薬局 〒876-2401 佐伯市蒲江大字蒲江浦字中村２１７３番地 0972-42-5801 月～土 8:00-12:00 14:00-17:00 木･土:午前中のみ

相談予約
名称 郵便番号 住所 TEL 診療日

受付時間



臼杵市 薬局　＜禁煙相談＞ 令和３年７月末日時点

※郵便番号順 大分県健康づくり支援課調べ

午前 午後 その他 要 方法

そうごう薬局 臼杵コスモス店 〒875-0023 臼杵市大字江無田１１０９番１ 0972-63-8701 月～金･日 8:30- -17:30

遠藤薬局 〒875-0023 臼杵市大字江無田２５６の３ 0972-62-3522 月～土 8:30-12:30 13:30-18:20 土:午前中のみ

有限会社オカハチ薬局 〒875-0041 臼杵市大字臼杵字浜１６４番地の７ 0972-62-8844 月～土 8:30-13:00 15:00-18:00 木･土:午前中のみ

相談予約
名称 郵便番号 住所 TEL 診療日

受付時間



津久見市 薬局　＜禁煙相談＞ 令和３年７月末日時点

※郵便番号順 大分県健康づくり支援課調べ

午前 午後 その他 要 方法

そうごう薬局 津久見店 〒879-2401 津久見市大字千怒６１２６番地の２ 0972-82-0661 月～土 9:00-13:00 13:00-18:00 土:13時まで

長生堂薬局 〒879-2441 津久見市中央町８番２６号 0972-82-5152 月～土 9:00- -17:00 土:14時まで

相談予約
名称 郵便番号 住所 TEL 診療日

受付時間



竹田市 薬局　＜禁煙相談＞ 令和３年７月末日時点

※郵便番号順 大分県健康づくり支援課調べ

午前 午後 その他 要 方法

竹田調剤薬局 〒878-0013 竹田市大字竹田１８９６－２ 0974-63-2838 月～金 14:00-17:30 ○ 電話

ファン薬局 長湯店 〒878-0402 竹田市直入町大字長湯７９８２番地９ 0974-75-3366 月～土 8:30- -17:30 第１･３土:13時まで

相談予約
名称 郵便番号 住所 TEL 診療日

受付時間



豊後高田市 薬局　＜禁煙相談＞ 令和３年７月末日時点

※郵便番号順 大分県健康づくり支援課調べ

午前 午後 その他 要 方法

友松薬局 真玉店　 〒872-1101 豊後高田市中真玉２１３５－２ 0978-53-5668 月～土 9:00-12:00 12:00-18:00 土:午前中のみ

はあとふる薬局 〒879-0608 豊後高田市呉崎字新町１５９３番２ 0978-24-0045 月～土 9:00-12:30 14:30-18:00 木･土:午前中のみ

相談予約
名称 郵便番号 住所 TEL 診療日

受付時間



杵築市 薬局　＜禁煙相談＞ 令和３年７月末日時点

※郵便番号順 大分県健康づくり支援課調べ

午前 午後 その他 要 方法

つきの薬局 〒873-0001 杵築市杵築６６５番地４３２ 0978-68-8888 月～土 8:30- -18:30 火･土:13時まで

有限会社永松薬局 本店 〒873-0002 杵築市大字南杵築大手内１９４７－４ 0978-62-2137 月･火･木･金 9:00-12:30 14:00-18:00 ○ 電話

たていし調剤薬局 〒879-1302 杵築市山香町大字立石１２６３－１１ 0977-28-6800 月～金 8:30- -17:30 ※診療時間は14時-17:30

ワタナベ薬局 山香店 〒879-1307 杵築市山香町大字野原１６４３－２ 0977-28-5757 月～金 14:00-17:00

相談予約
名称 郵便番号 住所 TEL 診療日

受付時間



宇佐市 薬局　＜禁煙相談＞ 令和３年７月末日時点

※郵便番号順 大分県健康づくり支援課調べ

午前 午後 その他 要 方法

有限会社友松薬局 柳ヶ浦店　 〒872-0032 宇佐市江須賀１９５１－５ 0978-38-2344 月～金 9:00- -18:00

ふたば薬局 〒872-0521 宇佐市安心院町下毛２０１７－１ 0978-44-0028 月～土 8:30-12:00 13:30-17:30 土:午前中のみ ○ 電話

ふたば薬局中央店 〒872-0521 宇佐市安心院町下毛字香田２２０９ー２ 0978-44-2380 月～土 9:00-12:30 14:00-17:30 木･土:午前中のみ ○ 電話

有限会社熊仁寿堂 熊薬局 〒879-0305 宇佐市大字上高家１３９０－１ 0978-33-2949 月～土 9:00- -17:30 水:12:30まで、土:16時まで、時間要相談 ○ 電話

相談予約
名称 郵便番号 住所 TEL 診療日

受付時間



豊後大野市 薬局　＜禁煙相談＞ 令和３年７月末日時点

※郵便番号順 大分県健康づくり支援課調べ

午前 午後 その他 要 方法

まえはら調剤薬局 〒879-6601 豊後大野市緒方町馬場３２番地 0974-42-3377 月～日 8:30-12:00 12:00-18:30

あそう調剤薬局 赤嶺店 〒879-7111 豊後大野市三重町赤嶺１１６４番７４ 0974-22-6300 月～水･金 13:00-14:00 ○ 電話

あそう調剤薬局 小児科まえ店 〒879-7111 豊後大野市三重町赤嶺８６２番地１ 0974-22-8900 月～水･金 14:00-15:00 ○

有限会社やの薬局 〒879-7131 豊後大野市三重町市場９３１番地１ 0974-22-4116 月～金 14:00-17:00 ○ 電話

龜島亀齢堂薬局 〒879-7305 豊後大野市犬飼町犬飼字上本町１４番１ 097-586-8080 月～土 8:30- -17:30 木･土:12:30まで、金:18時まで

相談予約
名称 郵便番号 住所 TEL 診療日

受付時間



国東市 薬局　＜禁煙相談＞ 令和３年７月末日時点

※郵便番号順 大分県健康づくり支援課調べ

午前 午後 その他 要 方法

有限会社ハシモト薬局 〒873-0212 国東市安岐町塩屋３０８番地１ 0978-67-2621 月～土 8:30- -18:30 土:14時まで

そうごう薬局 国東店 〒873-0231 国東市安岐町下原１２９２ 0978-64-7741 月・木 15:00-17:20

なのはな薬局 〒873-0412 国東市武蔵町古市９０番の４ 0978-64-8220 月～土 8:00-12:00 13:00-17:00 水･土:午前中のみ

コスモス薬局 〒873-0503 国東市国東町鶴川１９７－２ 0978-73-0123 月～土 9:00-13:00 13:00-18:00 木･土:午前中のみ

あさがお薬局 〒873-0513 国東市国東町綱井４４５－５ 0978-73-0707 月～土 8:30- -18:00 土:13時まで

相談予約
名称 郵便番号 住所 TEL 診療日

受付時間



由布市 薬局　＜禁煙相談＞ 令和３年７月末日時点

※郵便番号順 大分県健康づくり支援課調べ

午前 午後 その他 要 方法

あき調剤薬局 湯布院店 〒879-5102 由布市湯布院町川上岩木ヤシキ２４０１－１ 0977-84-7233 月～土 9:00-12:00 13:00-18:00 土:午前中のみ

まごころ調剤薬局 はさま店 〒879-5518 由布市挾間町北方２１－１ 097-583-2066 月～土 8:30- -18:00 土:12:30まで

永冨調剤薬局 はさま店 〒879-5518 由布市挾間町北方７５６番２ 097-586-3781 月～土 9:00-13:00 13:00-18:00 木･土:午前中のみ

相談予約
名称 郵便番号 住所 TEL 診療日

受付時間



日出町 薬局　＜禁煙相談＞
令和３年７月末日時点

※郵便番号順 大分県健康づくり支援課調べ

午前 午後 その他 要 方法

(有)暘谷駅前薬局 〒879-1506 速見郡日出町３１６６番地 0977-72-2351 木 15:00-19:00 ○

日出調剤薬局 〒879-1506 速見郡日出町３８５２番地の９ 0977-73-1203 月～土 9:00- -18:15 木:17時まで、土:12:30まで

さとう調剤薬局 佐尾店 〒879-1506 速見郡日出町３９０４－７ 0977-28-0103 火･金 15:00-18:00 ○ 電話

相談予約
名称 郵便番号 住所 TEL 診療日

受付時間


