
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
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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
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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
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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
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