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1 あおば薬局

津山市宮尾２８５－２１

2 アサヒ薬局 河辺店

津山市河辺９３３－１３

3 アサヒ薬局 小原店

津山市小原１０７－２

4 有限会社 あしだ薬局 上村店

津山市上村６１－４

5 有限会社 あしだ薬局 杉宮店

津山市杉宮１５－４

6 有限会社 あしだ薬局 高野店

津山市高野本郷１２５８－９

7 あしだ薬局 日本原店

津山市新野東１８１０－６１

8 Ｅ薬局 津山店

津山市河辺１１５５－４９

9 イオン薬局 津山店

津山市河辺１０００－１

10 株式会社 池田薬局

津山市二宮８１－２

11 一宮薬局

津山市東一宮４３－１０

12 ウエルネス薬局

津山市田町３５－１

13 エスマイル薬局 鶴山店

津山市川崎１７５６－２２

14 エスマイル薬局 さつき店

津山市押入１１３６－１６

15 大手町薬局 椿高下店

津山市椿高下１３１－３

16 有限会社 大手町薬局 メディカルアルファ

津山市大田４５２－４

17 有限会社 大手町薬局 メディカルガンガ

津山市二階町９

18 有限会社 大手町薬局 メディカルクレオ

津山市沼８４１－４

19 大手町薬局 メディカルケーシー

津山市河辺９３３－１６

20 大手町薬局 メディカルファラオ

津山市東一宮２－１６

21 上河原薬局

津山市上河原２２２－５

22 有限会社 キシ薬局

津山市上河原２０８－８

23 きたぞの薬局 河辺店

津山市河辺７６９－１

24 きたぞの薬局 津山第一病院前店

津山市中島４２７－１
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25 きたぞの薬局 東一宮店

津山市東一宮５５－５

26 きたぞの薬局 本店

津山市北園町２３－１３

27 きたぞの薬局 山北店

津山市山北５４７－１１

28 くすのき薬局

津山市新魚町１７

29 くすりのラブ薬局 津山東店

津山市押入１１３６－１６

30 くすりのラブ薬局 二階町店

津山市二階町３

31 向陽薬局

津山市二宮５１－１５

32 向陽薬局 高野店

津山市高野本郷１２７４－１１

33 向陽薬局 田町店

津山市田町９６－５

34 小林薬局

津山市京町６４番地

35 佐古薬局 石川病院前店

津山市川崎５５０－１

36 サン薬局 中央病院前店

津山市押入１１４０－２

37 すずらん薬局

津山市田町８６－４

38 そうごう薬局 勝北店

津山市坂上２３０－１

39 高橋薬局

津山市加茂町桑原７０－１

40 椿ケ丘薬局

津山市椿高下４０

41 津山口薬局

津山市津山口５７－４

42 津山薬局 河辺店

津山市河辺１０３９－１

43 津山薬局 産業道路店

津山市小田中２２３－２

44 津山薬局 田町南店

津山市田町９５

45 津山薬局 平福店

津山市平福５４７－１

46 津山薬局 南新座店

津山市南新座１７－４

47 有限会社ドレミ薬局

津山市小原１５４番地２０

48 にのみや薬局

津山市二宮１９００－１４
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49 有限会社 のぞみ薬局

津山市山方３４－５

50 のぞみ薬局 ひがし店

津山市高野本郷１４３５－１６

51 有限会社のぞみ薬局 小原店

津山市小原１８－５

52 のぞみ薬局 たかの店

津山市高野本郷１４１５－３

53 有限会社 のぞみ薬局 中島店

津山市中島４２６－１

54 有限会社 のぞみ薬局 山下店

津山市山下９９－１１

55 株式会社 服部薬局

津山市田町２１－１

56 株式会社 服部薬局 上河原店

津山市上河原２１１－１２

57 株式会社 服部薬局 加茂店

津山市加茂町小中原３０－１

58 株式会社 服部薬局 志戸部店

津山市志戸部６５１－６

59 株式会社 服部薬局 城南店

津山市山下９－５

60 株式会社 服部薬局西店

津山市小田中２３０－１５

61 株式会社 服部薬局 二宮店

津山市二宮１９６１－１

62 株式会社 服部薬局 南新座店

津山市新座２４－８

63 有限会社 東津山薬局

津山市川崎１１３５－３

64 マスカット薬局 日本原店

津山市日本原３４５－５

65 マヤ薬局 津山口店

津山市津山口３３０－４

66 有限会社 美作薬局

津山市河辺９４２－１

67 やっこ薬局

津山市南新座１０４番地２

68 よつば薬局

津山市南新座１０８－３

69 有限会社 わかば薬局

津山市草加部９５４－９

70 アルファオオギヤ薬局

玉野市宇野２－１６－９

71 井上薬局

玉野市玉２丁目１８番４号

72 井上薬局 宇野店

玉野市宇野１－４２－２５
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73 宇野薬局

玉野市宇野２－１９－１８

74 扇屋薬局

玉野市田井３－４－６

75 有限会社 岡薬局

玉野市田井５丁目２４番３３号

76 小野薬局 宇野店

玉野市宇野１丁目１２－２５

77 有限会社 神山薬局

玉野市和田１丁目９番３２号

78 幸観堂薬局 秀天橋店

玉野市槌ケ原１０１７－８

79 コスモス薬局

玉野市迫間２１３７－１

80 コスモス薬局 宇野店

玉野市宇野１－１５－２５

81 コスモス薬局 八浜店

玉野市八浜町八浜１４８４－７

82 ザグザグ薬局 宇野店

玉野市宇野２－６－２

83 城山薬局

玉野市深井町１１－１３

84 ソーク薬局 用吉店

玉野市用吉１６７６－７

85 株式会社 ダテ薬局 田井店

玉野市田井３－２－１２

86 株式会社 ダテ薬局 宇野店

玉野市宇野８－３－１０

87 株式会社 ダテ薬局 東高崎店

玉野市東高崎２６－１２４

88 株式会社 ダテ薬局 日比店

玉野市羽根崎町５番３号

89 株式会社 ダテ薬局 メルカ店

玉野市宇野１－３８－１

90 たまの薬局

玉野市宇野１－１４－３０

91 東児薬局

玉野市東田井地１３９８

92 富永薬局 宇野

玉野市宇野２－１５－１

93 ドラッグセイムス玉野和田薬局

玉野市和田5丁目823-1

94 有限会社 中島薬局

玉野市宇野２－３２－８

95 はやぶさ薬局

玉野市田井５丁目３－２２－５号

96 肥後薬局

玉野市築港１－１５－２３
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97 ひまわり薬局

玉野市田井３－５－１７

98 ミルキー薬局

玉野市宇藤木５５０－２９

99 有限会社 山田薬局

玉野市田井３－８－１０

100 和田薬局

玉野市和田３－４－１０

101 アイ薬局

笠岡市五番町３－５

102 アルファー薬局

笠岡市笠岡５１０１－４

103 ウエル薬局

笠岡市大井南２９－４

104 エース薬局

笠岡市二番町７－１０

105 かくだ薬局 今立店

笠岡市今立２９０５－２

106 かくだ薬局 運動公園店

笠岡市九番町２－２３

107 かさおか薬局

笠岡市笠岡５８９１－１１

108 金谷薬局

笠岡市金浦１０９４

109 クローバー薬局

笠岡市二番町３－５

110 クローバー薬局 富岡店

笠岡市富岡２５６－１０

111 黒田薬局

笠岡市三番町４－１０

112 ココ薬局

笠岡市五番町５－３４

113 日本調剤 井笠薬局

笠岡市笠岡５６１８－１７

114 のぞみ薬局

笠岡市笠岡２２６５－１

115 はるかぜ薬局

笠岡市笠岡５６２８－３４

116 ファーマシィ薬局 せと

笠岡市横島１９４４－１

117 ファーマシィ薬局 西大島

笠岡市西大島新田６６９

118 ファーマシィ薬局 美の浜

笠岡市美の浜２９－６６

119 あおぞら薬局

井原市上出部町５００－１

120 アルファー薬局 美星店

井原市美星町黒忠２９５６－２
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121 アルファー薬局 星の郷店

井原市美星町大倉２４６７－４

122 いばらセンター薬局

井原市井原町１２０５－５

123 井原薬局

井原市井原町１２２９－１

124 エスマイル薬局 井原店

井原市芳井町与井４４－１

125 すぎはら薬局 井原駅前店

井原市七日市町１３１－２

126 すぎはら薬局 笹賀店

井原市笹賀町２－２１－７

127 すぎはら薬局 高屋店

井原市高屋町４－２４－９

128 すぎはら薬局 芳井店

井原市芳井町吉井２５０

129 久安薬局

井原市七日市町５４３

130 ピノキオ薬局

井原市井原町１２６－１

131 ファーマシィ薬局 井原セントレ

井原市井原町５４３－９

132 ファーマシィ薬局 たかや

井原市高屋町２４６－１

133 ファーマシィ薬局 西江原

井原市西江原町６６６－５

134 メロン薬局

井原市七日市町１０２番

135 アイ薬局 駅前店

総社市駅前１丁目２－１０８

136 アイ薬局 総社店

総社市中央２丁目２－１１１

137 足高薬局 東総社店

総社市総社２－２０－１４

138 あんず薬局

総社市小寺９９８－４

139 エスマイル薬局 ほのぼの店

総社市富原３４５－２

140 おかやま薬局 総社店

総社市岡谷１２１－１４

141 おかやま薬局 総社東店

総社市井手５８８－１

142 かえで薬局

総社市三須１３４４－３

143 きび薬局

総社市総社２－２０－１

144 サカエ薬局 真壁店

総社市真壁１２３１－６
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145 ザグザグ薬局 総社東店

総社市井手１２４２－３

146 スマイル薬局 きびじ店

総社市岡谷３３９－１

147 すみれ薬局

総社市井手１２０８番地の４

148 つくし薬局

総社市中央３丁目１１－１０１

149 つばさ薬局

総社市井手９３３－１

150 トキワ薬局

総社市駅前２丁目１７－７

151 とんぼ薬局

総社市真壁１５８－６

152 ヒジヤ薬局駅前店

総社市駅前１－４－２

153 ホリエ薬局

総社市駅前１－８－７２

154 まきび薬局

総社市中央２丁目６－３６

155 マスカット薬局 総社店

総社市中央１丁目２２－１０１

156 みわ薬局

総社市駅南２丁目４１－１２

157 薬局ホタル

総社市総社２丁目１－３０

158 有限会社 よしだ薬局 リブ店

総社市門田１８７

159 れんげ薬局

総社市中央６－１５－１９

160 エスマイル薬局 高梁店

高梁市南町７９－１

161 エスマイル薬局 成羽店

高梁市成羽町下原４１２

162 おがわ薬局

高梁市落合町阿部５９９－１９

163 落合薬局

高梁市落合町阿部１６７６－５

164 クオール薬局 高梁店

高梁市落合町阿部２１４３－５

165 クオール薬局 高梁南町店

高梁市南町７９

166 成羽かわかみ薬局

高梁市成羽町下原３２６－１

167 のぞみ薬局

高梁市東町１８９８－４

168 マスカット薬局 高梁店

高梁市柿木町２０－１
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169 阿新薬局 インター店

新見市高尾７９２－７

170 阿新薬局 駅前店

新見市西方４３６－３

171 阿新薬局 高尾店

新見市高尾２４８８－１１

172 ウエルシア薬局 新見高尾店

新見市高尾７８９－１

173 さくら薬局 大佐店

新見市大佐小阪部小守田１４６４－３

174 さくら薬局 新見店

新見市新見８２０

175 そうごう薬局 新見店

新見市高尾２２９２－１

176 西井山陽堂薬局

新見市新見７４３－１

177 ゆずりは薬局

新見市石蟹６５－５

178 いんべ薬局

備前市伊部４００－１３

179 片上薬局

備前市伊部２４０８番地８

180 びぜん薬局

備前市伊部９０－５

181 株式会社 フジヤ薬局

備前市西片上１３０８－１

182 マスカット薬局 穂浪店

備前市穂浪２８３５－９

183 マスカット薬局 備前店

備前市伊部２１５５－２

184 みついし薬局

備前市三石１６６－３

185 おざき薬局

瀬戸内市長船町福岡１０３－１３

186 金光薬局 邑久店

瀬戸内市邑久町北島４９４－１

187 金光薬局 長船店

瀬戸内市長船町服部５２２－１

188 くるみ薬局

瀬戸内市邑久町山田庄２１２－１１

189 こやま薬局 長船店

瀬戸内市長船町土師３３２－２

190 有限会社 栄町ヤマト薬局

瀬戸内市牛窓町牛窓４８０８－３

191 サカエ薬局 瀬戸内店

瀬戸内市邑久町山田庄８４５－１

192 ザグザグ薬局 邑久店

瀬戸内市邑久町豊原８６－１
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193 さくら薬局 長船店

瀬戸内市長船町土師１２１２－６

194 さくら薬局 瀬戸内邑久店

瀬戸内市邑久町豊原３３９－２

195 竹原薬局

瀬戸内市長船町土師１１２－５

196 ハロー薬局 尾張店

瀬戸内市邑久町尾張１３４６－６

197 大谷薬局

赤磐市沼田１２６０－１

198 有限会社 大手町薬局 メディカルスワミ

赤磐市河本１１４１－１

199 おかやま薬局 山陽店

赤磐市山陽４－１３－１

200 ゴダイ薬局 桜が丘店

赤磐市桜が丘東５－５－２７９

201 サカエ薬局 赤坂店

赤磐市町苅田９４４－３

202 サカエ薬局 山陽店

赤磐市日古木７９９－１

203 ザグザグ薬局 下市店

赤磐市下市３６４－３

204 ザグザグ薬局 町苅田店

赤磐市町苅田９４０－１

205 さくら薬局

赤磐市岩田６３－１

206 サンヨー薬局

赤磐市下市字南１８６－１

207 すさい薬局

赤磐市周匝７２８－４

208 ナビ薬局 赤坂店

赤磐市西窪田５３４－２

209 みらい薬局 山陽桜が丘西店

赤磐市桜が丘西四丁目１番９号

210 やまかわ薬局

赤磐市西中１１８８番地６

211 安部薬局

真庭市目木１８８１番地

212 エンジェル薬局

真庭市勝山１０７３－６

213 久世大橋薬局

真庭市久世２３９８番９

214 こうち薬局

真庭市下河内３１３－８

215 コスモス薬局

真庭市山田１８９４

216 サカエ薬局 勝山店

真庭市本郷１８２３－３

指定小児慢性特定疾病医療機関（薬局）
2021/3/1
No

薬局名

所在地

217 しもがた薬局

真庭市下方５８４－１

218 スーパードラッグたんぽぽ 勝山薬局

真庭市三田１４９番地１

219 そうごう薬局 真庭勝山店

真庭市勝山２６０

220 有限会社 つむら薬局

真庭市下呰部４５１番地１

221 有限会社エス・ジー・エッチ てしま薬局

真庭市中島４０５－１

有限会社エス・ジー・エッチ てしま薬局 旭町
店
有限会社エス・ジー・エッチ てしま薬局 勝山
223
店
有限会社 エス・ジー・エッチ てしま薬局 久世
224
駅前店
有限会社エス・ジー・エッチ てしま薬局 下方
225
店
222

真庭市久世２９２３－１
真庭市勝山８６－１
真庭市久世２４３３－７
真庭市下方１２２５－５

226 有限会社 長綱薬局

真庭市蒜山上長田４８８－４

227 有限会社 中山薬局 下方店

真庭市下方５７９－５

228 なでしこ薬局

真庭市中４４８－１

229 株式会社 早川町薬局

真庭市久世２５０９－１

230 ほくぼう薬局

真庭市上水田３８２４番地１

231 真庭中央薬局

真庭市落合垂水２４９－１

232 ユアサ泉橋薬局

真庭市中島４１１－５

233 ユアサ薬局

真庭市西原１６６－１

234 有限会社 吉松屋薬局

真庭市久世２８１３

235 吉松屋薬局 月田店

真庭市月田６８２７－１

236 ありもと薬局 大原病院前店

美作市古町１７７８－１

237 葦陽勝田薬局

美作市真加部５４－４

238 グリーン薬局

美作市明見５６３

239 さくら薬局 作東店

美作市江見４８２－１

240 そうごう薬局 湯郷店

美作市中山１４７６－３

指定小児慢性特定疾病医療機関（薬局）
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241 とよくに薬局

美作市豊国原３０７－１

242 鳥越薬局

美作市湯郷７６６－１

243 芳徳薬局

美作市栄町４０－１

244 芳徳薬局 英田店

美作市福本５７２－１

245 芳徳薬局 入田店

美作市入田２２５－３

246 マスカット薬局 湯郷店

美作市湯郷８１５－４

247 みつぼし薬局

美作市明見３５７－１４

248 むさしの里薬局

美作市古町１６６３－２

249 山本薬局

美作市栄町１８３

250 湯郷薬局

美作市湯郷９１５－１４

251 吉野薬局

美作市豆田４９－４

252 エスマイル薬局立脇店

浅口市鴨方町深田９９０－４

253 金光薬局 金光店

浅口市金光町佐方９２－２

254 金光駅前薬局

浅口市金光町占見新田３９８－６

255 こんこうファーマシー薬局

浅口市金光町占見新田７４０－２

256 田辺薬局 金光店

浅口市金光町占見７９－１

257 田辺薬局 新町店

浅口市鴨方町鴨方１０７９－１３

258 田辺薬局 本店

浅口市鴨方町六条院中３２３３ー１

259 ドルフィン薬局

浅口市寄島町３０６４

260 ファーマシィ薬局 よりしま

浅口市寄島町７５４３－１０

261 ファミリー薬局 鴨方店

浅口市鴨方町鴨方１６３９－５

262 小原薬局

和気郡和気町和気６５２

263 ゴダイ薬局 和気店

和気郡和気町福富６３８－３

264 サンヨー薬局 和気店

和気郡和気町和気６６９

指定小児慢性特定疾病医療機関（薬局）
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265 林薬局

和気郡和気町父井原４３０番３

266 東邦薬局 和気店

和気郡和気町日室１４３－１

267 かすみ薬局 早島店

都窪郡早島町前潟２８１－２

268 富永薬局 早島店

都窪郡早島町早島１４７３

269 ハヤシマ薬局

都窪郡早島町早島字水田３３１７－３

270 フロンティア薬局 早島店

都窪郡早島町早島３５２６－６

271 サンメディカル薬局 浜中店

浅口郡里庄町浜中９３－１０４

272 はた薬局 里庄店

浅口市里庄町新庄１３８８－３

273 ファミリー薬局

浅口郡里庄町大字新庄２９２８－２

274 アルファー薬局 小田店

小田郡矢掛町小田５５３７－１０

275 イヨウ薬局 矢掛店

小田郡矢掛町小林２９２－１

276 ファーマシィ薬局 やかげ

小田郡矢掛町矢掛２６８５－１

277 エスマイル薬局やかげ店

小田郡矢掛町矢掛２６８８－５

278 ロマン薬局

小田郡矢掛町矢掛２５５８－７

279 そよかぜ薬局

苫田郡鏡野町吉原２９

280 そよかぜ薬局 寺元店

苫田郡鏡野町寺元３４１－７

281 金時薬局

勝田郡勝央町黒土７２－２

282 マスカット薬局 奈義店

勝田郡奈義町豊沢２９２－１２

283 ワールド薬局

勝田郡奈義町滝本１３３２－２

284 キシ薬局 弓削店

久米郡久米南町下弓削３８９－２

285 アイン薬局 吉備加茂川店

加賀郡吉備中央町下加茂１１０３－９

286 アイン薬局 吉備中央店

加賀郡吉備中央町吉川７５２０－１０

287 田村薬局

加賀郡吉備中央町竹荘４９１番地９

