
市町村 施設名称 郵便番号 住所

1 国頭村 上原薬局 905-1411 沖縄県国頭郡国頭村辺土名215-1
2 国頭村 くにがみ薬局 905-1411 沖縄県国頭郡国頭村辺土名139
3 大宜味村 ふる里薬局 905-1311 沖縄県国頭郡大宜味村塩屋1306-63
4 今帰仁村 謝名薬局 905-0414 沖縄県国頭郡今帰仁村謝名443-3
5 本部町 大見薬局 大浜店 905-0212 沖縄県国頭郡本部町大浜874-2
7 本部町 ふく薬局 もとぶ店 905-0212 沖縄県国頭郡本部町大浜880-4
8 本部町 もとぶ薬局 905-0212 沖縄県国頭郡本部町大浜880-3
9 伊江村 内間薬局 905-0503 沖縄県国頭郡伊江村川平131-1

10 名護市 池宮薬局 905-1152 沖縄県名護市伊差川67
11 名護市 伊差川薬局 905-1152 沖縄県名護市伊差川274
12 名護市 大北健康堂薬局 905-0019 沖縄県名護市大北3-1-63
13 名護市 オギドウ薬局 905-0011 沖縄県名護市宮里453-6
14 名護市 神山薬局 (名護市) 905-0016 沖縄県名護市大東1-1-8
15 名護市 クイック調剤薬局 名護店 905-0019 沖縄県名護市大北5-22-26-1F
16 名護市 健康堂薬局 905-0013 沖縄県名護市城1-2-24
17 名護市 さくら薬局 ＩＣＨＩ 905-0019 沖縄県名護市大北3-5-2
18 名護市 サンキュウファーマシー うむさ店 905-0006 沖縄県名護市宇茂佐1758-1
19 名護市 サンキュウファーマシー 名護店 905-0019 沖縄県名護市大北5-3-6
20 名護市 しろがね薬局 905-0011 沖縄県名護市宮里1006-1
21 名護市 すこやか薬局 大北店 905-0019 沖縄県名護市大北1-2-36
22 名護市 たまき薬局 905-0018 沖縄県名護市大西3-15-4
23 名護市 なかむら薬局 (名護市) 905-0016 沖縄県名護市大東2-23-27
24 名護市 名護薬局 905-0013 沖縄県名護市城1-1-3
25 名護市 名護中央薬局 大中店 905-0017 沖縄県名護市大中5-4-47
26 名護市 名護中央薬局 城店 905-0013 沖縄県名護市城2-10-14
27 名護市 ナゴラン薬局 905-0009 沖縄県名護市宇茂佐の森1-1-7
28 名護市 ぱいん薬局 おおひがし店 905-0016 沖縄県名護市大東1-5-26
29 名護市 病院前薬局 (名護市) 905-0016 沖縄県名護市大東3-21-22
30 名護市 ふく薬局 うむさ店 905-0006 沖縄県名護市宇茂佐1760-1
31 名護市 ふく薬局 名護店 905-0011 沖縄県名護市宮里6-8-36
32 名護市 ふく薬局 名桜通り店 905-0006 沖縄県名護市宇茂佐1703-11
33 名護市 辺土名薬局 905-0011 沖縄県名護市宮里1-21-11
34 名護市 北部地区薬剤師会会営薬局 905-0006 沖縄県名護市宇茂佐1712-17
35 名護市 まるよし薬局 905-0019 沖縄県名護市大北1-5-6
36 名護市 屋嘉比薬局 905-0013 沖縄県名護市城2-1-28
37 名護市 屋我地薬局 905-1632 沖縄県名護市饒平名465-1
38 名護市 ゆい大東薬局 905-0016 沖縄県名護市大東1-15-7
39 宜野座村 かんな薬局 904-1304 沖縄県国頭郡宜野座村漢那469-3
40 恩納村 みなみ薬局 (恩納村) 904-0411 沖縄県国頭郡恩納村恩納6303-2
41 金武町 金武薬局 904-1201 沖縄県国頭郡金武町金武88
42 金武町 こぐま薬局 904-1200 沖縄県国頭郡金武町金武4790-2
43 金武町 ほし薬局 904-1201 沖縄県国頭郡金武町金武7906-7
44 読谷村 あさひの薬局 904-0305 沖縄県中頭郡読谷村都屋232-3
45 読谷村 かりゆし薬局 904-0325 沖縄県中頭郡読谷村瀬名波468-1
46 読谷村 JR九州ドラッグイレブン薬局 読谷店 904-0314 沖縄県中頭郡読谷村古堅740
48 読谷村 すこやか薬局 よみたん店 904-0305 沖縄県中頭郡読谷村都屋167-2-1
49 読谷村 長浜調剤薬局 904-0324 沖縄県中頭郡読谷村長浜1532-5
50 読谷村 ひなた薬局 904-0314 沖縄県中頭郡読谷村古堅674-1
52 読谷村 ひよこ薬局 904-0303 沖縄県中頭郡読谷村伊良皆341-2
53 読谷村 ヘルシー：デポ よみたん薬局 904-0305 沖縄県中頭郡読谷村都屋256-1
54 読谷村 宮盛薬局 904-0311 沖縄県中頭郡読谷村比謝400-4
56 読谷村 やまびこ薬局 904-0323 沖縄県中頭郡読谷村高志保1318
57 沖縄市 あい薬局 904-2171 沖縄県沖縄市高原2-4-18
58 沖縄市 あいらんど薬局 コザ店 904-0014 沖縄県沖縄市仲宗根町3-11
59 沖縄市 アイン薬局 知花店 904-2143 沖縄県沖縄市知花6-25-18
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60 沖縄市 アイン薬局 登川店 904-2142 沖縄県沖縄市登川597-1
61 沖縄市 アリス薬局 904-2172 沖縄県沖縄市泡瀬2-8-5
62 沖縄市 おきなわ薬局店 904-2142 沖縄県沖縄市登川602番地
63 沖縄市 オレンジ薬局 904-0034 沖縄県沖縄市山内2-26-22
64 沖縄市 かみざと薬局 904-0012 沖縄県沖縄市安慶田1-13-15
65 沖縄市 きさらぎ薬局 904-2171 沖縄県沖縄市高原7-22-28
66 沖縄市 くすの木薬局 904-0012 沖縄県沖縄市安慶田4-6-6
67 沖縄市 くすりのいしはら 904-0004 沖縄県沖縄市中央3-17-7
68 沖縄市 ゲンキ薬局 904-0021 沖縄県沖縄市胡屋1-13-12
69 沖縄市 コザ中の町薬局 904-0031 沖縄県沖縄市上地1-13-16
70 沖縄市 古謝薬局 904-2161 沖縄県沖縄市古謝977-2
72 沖縄市 こだち薬局 904-0035 沖縄県沖縄市南桃原3-1-2
73 沖縄市 サウスウエスト美里薬局 904-2155 沖縄県沖縄市美原4-1-7
74 沖縄市 サラダ薬局 904-2172 沖縄県沖縄市泡瀬4-1-37
75 沖縄市 サンアイ薬局 みさと 904-2155 沖縄県沖縄市美原3-21-1
76 沖縄市 サンセイ薬局 904-2153 沖縄県沖縄市美里1-27-14
78 沖縄市 さんり薬局 904-0033 沖縄県沖縄市山里1-3-3
79 沖縄市 島里薬局 904-2165 沖縄県沖縄市宮里4-2-5
80 沖縄市 すこやか薬局 泡瀬店 904-2172 沖縄県沖縄市泡瀬4-38-19
81 沖縄市 すこやか薬局 泡瀬東店 904-2172 沖縄県沖縄市泡瀬2-54-4
82 沖縄市 すこやか薬局 高原店 904-2171 沖縄県沖縄市高原5-17-1
83 沖縄市 すこやか薬局 知花店 904-2143 沖縄県沖縄市知花6-38-5-101
84 沖縄市 すこやか薬局 中頭店 904-2143 沖縄県沖縄市知花6-25-11
85 沖縄市 すこやか薬局 登川店 904-2142 沖縄県沖縄市登川495-1
86 沖縄市 すこやか薬局 美里店 904-2155 沖縄県沖縄市美原4-1-28
87 沖縄市 すこやか薬局 ももやま店 904-0035 沖縄県沖縄市南桃原3-36-11
88 沖縄市 すずらん薬局 (沖縄市) 904-2154 沖縄県沖縄市東2-16-3
90 沖縄市 たんぽぽ薬局 (沖縄市) 904-2143 沖縄県沖縄市知花6-764-3
91 沖縄市 つみきの薬局 904-2153 沖縄県沖縄市美里4-17-6
92 沖縄市 とくりん薬局 比屋根店 904-2173 沖縄県沖縄市比屋根6-27-20
93 沖縄市 なかがみ薬局 904-0021 沖縄県沖縄市胡屋1-16-1
94 沖縄市 仲真薬局 904-0031 沖縄県沖縄市上地1-5-2
95 沖縄市 登川薬局 904-2142 沖縄県沖縄市登川2-27-1
96 沖縄市 ハート薬局 904-2155 沖縄県沖縄市美原2-26-21
97 沖縄市 はな薬局 (沖縄市) 904-2143 沖縄県沖縄市知花6-23-28
98 沖縄市 ひかり薬局 コザ店 904-0003 沖縄県沖縄市住吉1-4-19

100 沖縄市 ひが薬局 美里店 904-2153 沖縄県沖縄市美原2-25-1
101 沖縄市 ひまわり薬局 上地店 904-0031 沖縄県沖縄市上地2-12-16
102 沖縄市 平田薬局 904-2143 沖縄県沖縄市知花1-4-12
103 沖縄市 ピー・ケイ・シー薬局 904-2143 沖縄県沖縄市知花5-13-28
104 沖縄市 まごころ薬局 山内店 904-0034 沖縄県沖縄市山内3-14-30
105 沖縄市 みさき薬局 904-2153 沖縄県沖縄市美里5-24-10
106 沖縄市 みさと虹薬局 904-2143 沖縄県沖縄市知花6-25-3
107 沖縄市 ミドリ薬局 美里店 904-2154 沖縄県沖縄市東2-26-1
108 沖縄市 みなみ薬局 (沖縄市) 904-0035 沖縄県沖縄市南桃原4-28-1
109 沖縄市 南高原薬局 904-2173 沖縄県沖縄市比屋根2-3-15
111 沖縄市 みはら薬局 904-2155 沖縄県沖縄市美原4-1-15
112 沖縄市 みらい薬局 904-0034 沖縄県沖縄市山内3-11-1
113 沖縄市 メイト松本薬局 904-2151 沖縄県沖縄市松本4-17-14
114 沖縄市 メイト美里薬局 904-2154 沖縄県沖縄市東2-25-3
115 沖縄市 やまうち薬局 904-0034 沖縄県沖縄市山内1-6-11
116 沖縄市 ゆい薬局 知花店 904-2143 沖縄県沖縄市知花6-26-16
117 沖縄市 ゆかり薬局 904-2142 沖縄県沖縄市登川1-1-5
118 沖縄市 吉原東洋堂薬局 904-2171 沖縄県沖縄市高原7-30-25
119 沖縄市 琉球クオール薬局 登川店 904-2142 沖縄県沖縄市登川1-9-7
120 沖縄市 レモン薬局 美里店 904-2154 沖縄県沖縄市東2-5-18
121 沖縄市 レモン薬局 みはら店 904-2155 沖縄県沖縄市美原4-10-1
122 沖縄市 和ごころ薬局 あわせ店 904-2161 沖縄県沖縄市古謝2-19-5
123 沖縄市 和ごころ薬局 みさと店 904-2153 沖縄県沖縄市美里2-10-22



124 沖縄市 ワタキュー薬局 与儀店 904-2174 沖縄県沖縄市与儀3-10-1
125 うるま市 アイン薬局 赤道店 904-2245 沖縄県うるま市赤道260-5
126 うるま市 あおば薬局 904-2303 沖縄県うるま市与那城25-3
127 うるま市 あかみち薬局 (うるま市) 904-2245 沖縄県うるま市赤道11-13
128 うるま市 あかみち薬局 あげな店 904-2214 沖縄県うるま市安慶名1-6-19
129 うるま市 あかみち薬局 江洲店 904-2244 沖縄県うるま市江洲598-8
130 うるま市 あかみち薬局 新赤道店 904-2245 沖縄県うるま市赤道336-5
131 うるま市 東山調剤薬局 904-1102 沖縄県うるま市石川東山2-30-21
132 うるま市 石川インター前薬局 904-1106 沖縄県うるま市石川2410-1
133 うるま市 いは薬局 (うるま市) 904-1115 沖縄県うるま市石川伊波428-5
134 うるま市 かもめ薬局 904-2215 沖縄県うるま市みどり町3-18-10
135 うるま市 さしだ薬局 曙店 904-1107 沖縄県うるま市石川曙3-2-28
136 うるま市 さしだ薬局 ニュー東山店 904-1102 沖縄県うるま市石川東山1-22-6
137 うるま市 ざきみ薬局 904-2242 沖縄県うるま市高江洲1080-1
138 うるま市 すこやか薬局 喜屋武店 904-2225 沖縄県うるま市喜屋武546-1
139 うるま市 すこやか薬局 具志川店 904-2243 沖縄県うるま市宮里261-16
140 うるま市 すこやか薬局 みどり町店 904-2215 沖縄県うるま市みどり町4-19-15
141 うるま市 すこやか薬局 与勝店 904-2311 沖縄県うるま市勝連南風原3577-1
142 うるま市 中部薬局 904-2243 沖縄県うるま市宮里261-1
143 うるま市 照屋薬局 904-2221 沖縄県うるま市平良川122
144 うるま市 照屋薬局 あげな店 904-2214 沖縄県うるま市安慶名3-23-26
145 うるま市 ㈲天願薬局 904-2215 沖縄県うるま市みどり町4-4-16
146 うるま市 なでしこ薬局 904-2244 沖縄県うるま市江洲600-7
147 うるま市 にこにこ薬局 904-2243 沖縄県うるま市宮里764-1
148 うるま市 ハート薬局 あかみち店 904-2245 沖縄県うるま市赤道174-9
149 うるま市 ハート薬局 江洲店 904-2244 沖縄県うるま市江洲547-1
150 うるま市 ひかり薬局 与那城店 904-2304 沖縄県うるま市与那城屋慶名467-1
151 うるま市 ひまわり薬局 中部店 904-2243 沖縄県うるま市宮里201-5
152 うるま市 ピーナツ薬局 904-1106 沖縄県うるま市石川2-22-18
154 うるま市 ふく薬局 みどり町店 904-2215 沖縄県うるま市みどり町5-3-13
155 うるま市 ふれあい薬局 904-2245 沖縄県うるま市赤道759-5
156 うるま市 へしきや薬局 904-2302 沖縄県うるま市与那城西原988-3
157 うるま市 メイト平良川薬局 904-2225 沖縄県うるま市喜屋武179
158 うるま市 ゆうな薬局 (うるま市) 904-2213 沖縄県うるま市田場1415-10
159 嘉手納町 かでな調剤薬局 904-0202 沖縄県中頭郡嘉手納町屋良1062-1
160 嘉手納町 ゆい薬局 904-0203 沖縄県中頭郡嘉手納町嘉手納261
161 北谷町 大北薬局 904-0101 沖縄県中頭郡北谷町上勢頭811-3
162 北谷町 きずな薬局 桑江店 904-0103 沖縄県中頭郡北谷町桑江128
164 北谷町 クローバー薬局 (北谷町) 904-0111 沖縄県中頭郡北谷町砂辺316-3
165 北谷町 すこやか薬局 伊平店 904-0102 沖縄県中頭郡北谷町伊平250
166 北谷町 すこやか薬局 北谷店 904-0101 沖縄県中頭郡北谷町上勢頭629-2
167 北谷町 ひかり薬局 北谷店 904-0117 沖縄県中頭郡北谷町北前1-22-3
168 北中城村 あい薬局 ライカム店 901-2301 沖縄県中頭郡北中城村島袋188
169 北中城村 あさひ薬局 (北中城村) 901-2311 沖縄県中頭郡北中城村喜舎場360-4
170 北中城村 すこやか薬局 ライカム店 901-2305 沖縄県中頭郡北中城村比嘉494-1
171 北中城村 ハート薬局 ずけらん店 901-2317 沖縄県中頭郡北中城村瑞慶覧645-4
172 中城村 てる薬局 901-2405 沖縄県中頭郡中城村屋宜595-3
173 宜野湾市 あいらんど薬局 うちどまり店 901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊776
174 宜野湾市 あいらんど薬局 宜野湾あいち店 901-2206 沖縄県宜野湾市愛知249
175 宜野湾市 あかみち薬局 (宜野湾市) 901-2204 沖縄県宜野湾市上原1-1-6
176 宜野湾市 アセロラ薬局 901-2215 沖縄県宜野湾市真栄原3-23-2
177 宜野湾市 新川薬局 (宜野湾市) 901-2206 沖縄県宜野湾市愛知3-1-61
179 宜野湾市 いさ調剤薬局 901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐1-9-17
180 宜野湾市 いろは薬局 901-2205 沖縄県宜野湾市赤道2-2-5
181 宜野湾市 うちどまり薬局 901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊818
182 宜野湾市 回生堂薬局 ユニオン店 901-2203 沖縄県宜野湾市野嵩3-8-6
183 宜野湾市 がねこ薬局 901-2214 沖縄県宜野湾市我如古3-8-8
184 宜野湾市 宜野湾薬局 901-2211 沖縄県宜野湾市宜野湾3-3-10
185 宜野湾市 さわやか薬局 901-2212 沖縄県宜野湾市長田1-29-1



186 宜野湾市 すこやか薬局 宇地泊店 901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊700
187 宜野湾市 すこやか薬局 野嵩店 901-2203 沖縄県宜野湾市野嵩1-10-11
188 宜野湾市 すずらん薬局 (宜野湾市) 901-2226 沖縄県宜野湾市嘉数2-2-7
189 宜野湾市 たいよう薬局 901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐2-14-7
190 宜野湾市 つつじ薬局 901-2225 沖縄県宜野湾市大謝名1-17-31
191 宜野湾市 つる薬局 901-2215 沖縄県宜野湾市真栄原3-7-8
192 宜野湾市 ひかり薬局 宜野湾店 901-2212 沖縄県宜野湾市長田1-1-2
193 宜野湾市 ひまわり薬局 (宜野湾市) 901-2214 沖縄県宜野湾市我如古449-6
194 宜野湾市 普天間薬局 901-2202 沖縄県宜野湾市普天間2-49-12
195 宜野湾市 ゆい薬局 長田店 901-2212 沖縄県宜野湾市長田1-26-17
196 久米島町 栄光堂薬局 901-3124 沖縄県島尻郡久米島町仲泊1050
197 久米島町 ㈱たいよう薬局 東店 901-3108 沖縄県島尻郡久米島町真我里75-8
198 粟国村 あぐに薬局 901-3702 沖縄県島尻郡粟国村東455-2
199 浦添市 あい薬局 経塚店 901-2111 沖縄県浦添市経塚633
200 浦添市 あさひ薬局 (浦添市) 901-2121 沖縄県浦添市内間4-1-14
202 浦添市 アシスト薬局 901-2132 沖縄県浦添市伊祖4-14-1
203 浦添市 ㈲伊祖薬局 901-2132 沖縄県浦添市伊祖4-12-2
204 浦添市 いは薬局 (浦添市) 901-2133 沖縄県浦添市城間3-1-1
205 浦添市 上地薬局 901-2133 沖縄県浦添市城間4-34-10
206 浦添市 うらそえ虹薬局 901-2126 沖縄県浦添市宮城3-1-5-1
207 浦添市 経塚駅前薬局 901-2102 沖縄県浦添市前田1130
208 浦添市 経塚薬局 901-2111 沖縄県浦添市経塚576-2
209 浦添市 宜野湾薬局 広栄店 901-2101 沖縄県浦添市西原1-9-8
210 浦添市 くじら薬局 (浦添市) 901-2132 沖縄県浦添市伊祖2-3-6-2
211 浦添市 ココ薬局 (浦添市) 901-2126 沖縄県浦添市宮城4-15-7
212 浦添市 サンアイ薬局 ぐすくま 901-2133 沖縄県浦添市城間3-3-1
213 浦添市 サンポー薬局 901-2102 沖縄県浦添市前田3-3-10
214 浦添市 すこやか薬局 牧港店 901-2131 沖縄県浦添市牧港4-2-17-101
215 浦添市 すこやか薬局 宮城店 901-2126 沖縄県浦添市宮城4-6-1
216 浦添市 スマイル薬局 宮城店 901-2126 沖縄県浦添市宮城1-31-6
217 浦添市 そうごう薬局 浦添当山店 901-2104 沖縄県浦添市当山2-1-1-1
218 浦添市 タウン薬局 901-2102 沖縄県浦添市前田564-2
219 浦添市 竹の子薬局 901-2102 沖縄県浦添市前田1-14-15-101
220 浦添市 つくし薬局 901-2113 沖縄県浦添市大平1-36-5
221 浦添市 てぃだ薬局 901-2104 沖縄県浦添市当山2-9-7
222 浦添市 てだこ薬局 901-2113 沖縄県浦添市大平434-1
223 浦添市 とくりん薬局 経塚店 901-2111 沖縄県浦添市経塚745-7
224 浦添市 とくりん薬局 城間店 901-2133 沖縄県浦添市城間1-37-19-1階
225 浦添市 とくりん薬局 前田店 901-2102 沖縄県浦添市前田1152-5
226 浦添市 とまと薬局 901-2133 沖縄県浦添市城間1-37-17
227 浦添市 ドリーム薬局 901-2126 沖縄県浦添市宮城2-17-1-1
228 浦添市 なのはな薬局 901-2102 沖縄県浦添市前田1149-16
229 浦添市 ハープ薬局 やふそ店 901-2127 沖縄県浦添市屋富祖3-34-2
230 浦添市 ぴぃぷる薬局 経塚店 901-2111 沖縄県浦添市経塚373-1
231 浦添市 ふくぎ薬局 901-2133 沖縄県浦添市城間4-3-8
232 浦添市 福寿薬局 901-2102 沖縄県浦添市前田1052-3
233 浦添市 保険薬局プラネット 901-2131 沖縄県浦添市牧港2-45-1
234 浦添市 ほたる薬局 901-2113 沖縄県浦添市大平1-1-2
235 浦添市 牧港薬局 901-2131 沖縄県浦添市牧港2-49-19
236 浦添市 マツダ薬局 901-2132 沖縄県浦添市伊祖2-24-7
237 浦添市 みね薬局 901-2132 沖縄県浦添市伊祖4-1-18-1
238 浦添市 メディカル薬局 901-2133 沖縄県浦添市城間1-37-11
239 浦添市 ももたろう薬局 901-2126 沖縄県浦添市宮城6-1-20
240 浦添市 ゆい経塚薬局 901-2111 沖縄県浦添市経塚637
241 浦添市 吉原東洋薬局 901-2132 沖縄県浦添市伊祖2-3-1-103号
242 浦添市 吉原東洋薬局 宮城店 901-2126 沖縄県浦添市宮城6-1-15-1
243 浦添市 りんご調剤薬局 浦西店 901-2101 沖縄県浦添市西原1-12-17
244 浦添市 ルーナ薬局 901-2111 沖縄県浦添市経塚676-1-102
245 浦添市 レン薬局 901-2126 沖縄県浦添市宮城5-5-1



246 浦添市 ワタキュー薬局 内間店 901-2121 沖縄県浦添市内間4-27-1
247 浦添市 ワタキュー薬局 たくし店 901-2112 沖縄県浦添市沢岻893-1
248 那覇市 あい薬局 小禄店 901-0155 沖縄県那覇市金城5-11-6
249 那覇市 アイアイ薬局 902-0064 沖縄県那覇市寄宮3-12-10
250 那覇市 アイエス薬局 902-0066 沖縄県那覇市大道122
251 那覇市 アイエス薬局 安里店 902-0067 沖縄県那覇市字安里376
252 那覇市 あいらんど薬局 古波蔵店 900-0024 沖縄県那覇市古波蔵4-13-12
253 那覇市 あいらんど薬局 さつき店 901-0153 沖縄県那覇市宇栄原3-5-14
254 那覇市 アイワ薬局 安謝店 900-0003 沖縄県那覇市安謝217
255 那覇市 アイワ薬局 松島店 902-0069 沖縄県那覇市松島2-1-19
256 那覇市 アイン薬局 首里店 903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町4-356-5
257 那覇市 あけぼの薬局 900-0002 沖縄県那覇市曙3-20-15
258 那覇市 あさがお薬局 901-0155 沖縄県那覇市金城5-14-1-１Ａ
259 那覇市 あすなろ薬局 900-0024 沖縄県那覇市古波蔵3-8-23
260 那覇市 天久薬局 900-0005 沖縄県那覇市天久1-8-6
261 那覇市 ㈱新垣薬局 901-0152 沖縄県那覇市小禄280
262 那覇市 アルファ薬局 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち1-6-2
263 那覇市 いしみね薬局 903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町4-94
264 那覇市 泉薬局 900-0021 沖縄県那覇市泉崎2-17-3
265 那覇市 泉崎薬局 900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-17-9
266 那覇市 いずみはら薬局 901-0152 沖縄県那覇市小禄5-14-4
267 那覇市 いるか薬局 (那覇市) 900-0005 沖縄県那覇市天久2-20-15
268 那覇市 うらら薬局 902-0077 沖縄県那覇市長田2-25-10-102
269 那覇市 うりずん薬局 松尾店 901-0014 沖縄県那覇市松尾2-2-25-2
270 那覇市 駅前薬局 903-0805 沖縄県那覇市首里鳥堀町4-6
271 那覇市 オアシス薬局 902-0073 沖縄県那覇市上間275-3
272 那覇市 オアシス前田薬局 903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町1-127-3
273 那覇市 沖映通り薬局 900-0013 沖縄県那覇市牧志2-17-1
274 那覇市 おなは薬局 902-0067 沖縄県那覇市安里388-127
276 那覇市 オリーブ薬局 小禄店 901-0156 沖縄県那覇市田原3-1-12-101
277 那覇市 オリオン薬局 900-0013 沖縄県那覇市牧志3-9-19
278 那覇市 おろく薬局 901-0152 沖縄県那覇市小禄651
279 那覇市 かねしま薬局 902-0077 沖縄県那覇市長田1-12-36-101
280 那覇市 神山薬局 (那覇市) 900-0013 沖縄県那覇市牧志1-3-49
281 那覇市 かりん薬局 902-0061 沖縄県那覇市古島1-22-12
283 那覇市 がんじゅう薬局 902-0067 沖縄県那覇市安里388-5
284 那覇市 キセ薬局 902-0062 沖縄県那覇市松川2-5-10
285 那覇市 ぎぼ駅前薬局 903-0821 沖縄県那覇市首里儀保町1-27
286 那覇市 くがに薬局 おもろまち店 900-0003 沖縄県那覇市安謝1-10-30
287 那覇市 くまのみ薬局 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-2-25
289 那覇市 くら薬局 903-0812 沖縄県那覇市首里当蔵町1-10-1
290 那覇市 クララ薬局 ティエラ 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち4-16-22
291 那覇市 くるみ薬局 902-0074 沖縄県那覇市仲井真317-5
292 那覇市 ぐすく薬局 902-0071 沖縄県那覇市繁多川3-7-7
293 那覇市 グリーンドラッグ薬局 首里店 903-0806 沖縄県那覇市首里汀良町3-111-7
294 那覇市 グリーンドラッグ薬局 与儀店 902-0076 沖縄県那覇市与儀274
296 那覇市 こくら虹薬局 900-0024 沖縄県那覇市古波蔵4-10-53
297 那覇市 こずえ薬局 902-0075 沖縄県那覇市国場324
298 那覇市 サンアイ薬局 おもろまち 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち4-9-6
300 那覇市 サンアイ薬局 めかる 900-0004 沖縄県那覇市銘苅3-9-24
301 那覇市 サンエス薬局 902-0067 沖縄県那覇市安里3-6-28
302 那覇市 サンチェリー薬局 902-0063 沖縄県那覇市三原2-15-5
303 那覇市 守礼薬局 903-0821 沖縄県那覇市首里儀保町2-13
304 那覇市 昭和薬局 長田店 902-0077 沖縄県那覇市長田2-12-1
305 那覇市 新泉堂薬局 旭町店 900-0029 沖縄県那覇市旭町112-1
306 那覇市 新洋薬局 902-0066 沖縄県那覇市大道55
307 那覇市 JR九州ドラッグイレブン薬局 新都心おもろまち店 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち3-5-22
308 那覇市 ＪＲＪ薬局 那覇店 900-0015 沖縄県那覇市久茂地2-3-10
309 那覇市 すこやか薬局 沖赤店 902-0076 沖縄県那覇市与儀1-4-3



310 那覇市 すこやか薬局 おもろまち店 900-0004 沖縄県那覇市銘苅3-22-33
311 那覇市 すこやか薬局 小禄店 901-0152 沖縄県那覇市小禄2-3-21
312 那覇市 すこやか薬局 久米店 900-0033 沖縄県那覇市久米2-10-1
313 那覇市 すこやか薬局 新都心店 900-0004 沖縄県那覇市銘苅2-2-1
314 那覇市 すこやか薬局 田原店 901-0153 沖縄県那覇市宇栄原1-6-38
315 那覇市 すこやか薬局 松島店 902-0069 沖縄県那覇市松島2-1-14
316 那覇市 すこやか薬局 与儀店 902-0075 沖縄県那覇市国場707
317 那覇市 すてっぷ薬局 902-0064 沖縄県那覇市寄宮2-5-1
318 那覇市 スマイル薬局 901-0156 沖縄県那覇市田原1-9-2
319 那覇市 スマイル薬局 古島店 902-0061 沖縄県那覇市古島2-16-1
320 那覇市 スマイル薬局 与儀店 902-0076 沖縄県那覇市与儀1-7-3
321 那覇市 せせらぎ薬局 みはら 902-0063 沖縄県那覇市三原2-16-1
322 那覇市 セドナ薬局 902-0065 沖縄県那覇市壺屋2-14-26-101号
323 那覇市 そうごう薬局 安里店 902-0067 沖縄県那覇市安里397-1
324 那覇市 そうごう薬局 新赤十字前店 902-0076 沖縄県那覇市与儀1-18-18
325 那覇市 そうごう薬局 壺川店 900-0025 沖縄県那覇市壺川1-13-7
326 那覇市 そよ風薬局 那覇店 902-0066 沖縄県那覇市大道122
327 那覇市 そよ風薬局 松川店 902-0062 沖縄県那覇市松川442-8
328 那覇市 たいせい堂薬局 首里店 903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町2-1
329 那覇市 たくし薬局 902-0077 沖縄県那覇市長田1-24-26
330 那覇市 調剤薬局 クオレ 900-0005 沖縄県那覇市天久2-28-24
331 那覇市 つばさ薬局 902-0064 沖縄県那覇市寄宮1-35-11
332 那覇市 てぃーだ薬局 901-0145 沖縄県那覇市高良3-10-6
333 那覇市 てらす薬局 900-0012 沖縄県那覇市泊1-24-14
334 那覇市 ㈲東医堂薬局 900-0012 沖縄県那覇市泊1-6-1
335 那覇市 とくりん薬局 赤嶺駅前店 901-0154 沖縄県那覇市赤嶺2-1-9
336 那覇市 とまり薬局 900-0012 沖縄県那覇市泊1-11-5
337 那覇市 ㈲同源 同源薬局 902-0066 沖縄県那覇市大道38-3
338 那覇市 同仁薬局 900-0005 沖縄県那覇市天久1127-5
339 那覇市 なかおじ薬局 900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-3-21
340 那覇市 なかのはし薬局 900-0012 沖縄県那覇市泊2-7-13
341 那覇市 那覇センター薬局 900-0015 沖縄県那覇市久茂地3-13-1
342 那覇市 なははくあい薬局 902-0067 沖縄県那覇市安里1-5-3
343 那覇市 なみき薬局 (那覇市) 902-0076 沖縄県那覇市与儀366-3
344 那覇市 ハープ薬局 903-0807 沖縄県那覇市首里久場川町2-96-18
345 那覇市 ハープ薬局 いしみね店 903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町4-238-2
346 那覇市 ハープ薬局 おおのやま店 900-0026 沖縄県那覇市奥武山町46-1F
347 那覇市 はづき薬局 902-0076 沖縄県那覇市与儀368-18
352 那覇市 はるな薬局 900-0024 沖縄県那覇市古波蔵2-4-19
353 那覇市 はんたがわ薬局 902-0071 沖縄県那覇市繁多川3-5-18
354 那覇市 ばなな薬局 901-0152 沖縄県那覇市小禄560
355 那覇市 ひがわ薬局 900-0022 沖縄県那覇市樋川2-1-2
356 那覇市 ひばり薬局 900-0015 沖縄県那覇市久茂地2-9-25
357 那覇市 ひまわり薬局 天久店 900-0005 沖縄県那覇市天久910
358 那覇市 ひまわり薬局 那覇店 902-0067 沖縄県那覇市安里1-7-6
359 那覇市 ひめゆり薬局 902-0065 沖縄県那覇市壺屋2-4-3-1階
360 那覇市 病院前薬局 (那覇市) 902-0069 沖縄県那覇市松島2-1-11
361 那覇市 ビオラ薬局 900-0011 沖縄県那覇市上之屋1-3-32
362 那覇市 ぴぃぷる薬局 石嶺店 903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町3-31
367 那覇市 ぴぃぷる第２薬局 901-0152 沖縄県那覇市小禄1-1-45
368 那覇市 ぴぃぷる薬局 与儀店 900-0022 沖縄県那覇市樋川1-18-40
369 那覇市 ふく薬局 泉崎店 900-0021 沖縄県那覇市泉崎2-3-3
370 那覇市 ふく薬局 開南バス停前店 900-0014 沖縄県那覇市松尾2-17-28
371 那覇市 ふく薬局 こはぐら店 900-0024 沖縄県那覇市古波蔵3-18-5
372 那覇市 ふく薬局 まかび店 902-0068 沖縄県那覇市真嘉比78-1
373 那覇市 保険薬局プラネット まかび 902-0068 沖縄県那覇市真嘉比3-6-1
374 那覇市 ぼたん薬局 900-0013 沖縄県那覇市牧志2-19-10
375 那覇市 まつお薬局 900-0014 沖縄県那覇市松尾1-4-19
376 那覇市 まつお虹薬局 900-0014 沖縄県那覇市松尾2-17-30



377 那覇市 松島薬局 902-0068 沖縄県那覇市真嘉比2-1-1
378 那覇市 ミズホ薬局 902-0075 沖縄県那覇市国場1169-21
379 那覇市 緑薬局 900-0014 沖縄県那覇市松尾2-16-38-1F
380 那覇市 ミドリ薬局 三原店 902-0063 沖縄県那覇市三原1-13-1
381 那覇市 三原薬局 902-0063 沖縄県那覇市三原1-26-27
382 那覇市 ミント薬局 900-0013 沖縄県那覇市牧志2-17-17
383 那覇市 ミント薬局 泉崎店 900-0021 沖縄県那覇市泉崎2-4-21
384 那覇市 ミント薬局 真地店 902-0072 沖縄県那覇市真地156-2
385 那覇市 やぎ薬局 902-0064 沖縄県那覇市寄宮150
386 那覇市 薬志堂薬局 小禄店 901-0152 沖縄県那覇市小禄556-1
387 那覇市 薬志堂薬局 首里店 903-0807 沖縄県那覇市首里久場川町2-131
388 那覇市 薬志堂薬局 田原店 901-0156 沖縄県那覇市田原3-8-9
389 那覇市 薬志堂薬局 三原店 902-0063 沖縄県那覇市三原1-31-21
390 那覇市 薬志堂薬局 寄宮店 902-0077 沖縄県那覇市長田1-6-1
391 那覇市 やすおか薬局 900-0004 沖縄県那覇市銘苅301-8
392 那覇市 山田薬局 902-0062 沖縄県那覇市松川3-12-2
393 那覇市 ゆい安里薬局 902-0067 沖縄県那覇市安里2-9-8
394 那覇市 ゆらき薬局 天久店 900-0005 沖縄県那覇市天久2-1-15
395 那覇市 ゆり薬局 900-0005 沖縄県那覇市天久1-7-5
396 那覇市 吉田薬局 はんたがわ店 902-0071 沖縄県那覇市繁多川5-23-1
397 那覇市 りんご調剤薬局 上間店 902-0073 沖縄県那覇市上間336-7
398 那覇市 レオナ薬局 902-0069 沖縄県那覇市松島2-1-20
399 那覇市 わかさ調剤薬局 900-0032 沖縄県那覇市松山2-23-24
400 那覇市 和ごころ薬局 さつき店 901-0153 沖縄県那覇市宇栄原3-14-12
401 西原町 いるか薬局 (西原町) 903-0126 沖縄県中頭郡西原町棚原1-20-14
402 西原町 うさぎ薬局 903-0124 沖縄県中頭郡西原町呉屋102-2
403 西原町 うみ薬局 903-0122 沖縄県中頭郡西原町小橋川154-4
404 西原町 会営薬局うえはら 903-0125 沖縄県中頭郡西原町上原1-26-1
405 西原町 カナン薬局 903-0116 沖縄県中頭郡西原町幸地724-1
406 西原町 がじまる薬局 903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇1602-1
407 西原町 きじゅ薬局 903-0125 沖縄県中頭郡西原町上原1-25-7
408 西原町 さわやか薬局 西原店 903-0118 沖縄県中頭郡西原町小波津3-7
409 西原町 すこやか薬局 かけぼく店 903-0101 沖縄県中頭郡西原町掛保久287
410 西原町 すこやか薬局 西原店 903-0125 沖縄県中頭郡西原町上原1-25-12
411 西原町 すばる薬局 903-0121 沖縄県中頭郡西原町内間518-1
412 西原町 にしはら薬局 903-0117 沖縄県中頭郡西原町翁長240-9
413 西原町 にしばる薬局 903-0121 沖縄県中頭郡西原町内間508-1
414 西原町 ハイジア薬局 903-0112 沖縄県中頭郡西原町我謝786-11
415 西原町 役場前薬局 903-0122 沖縄県中頭郡西原町小橋川164-4
416 西原町 レキオ薬局 903-0125 沖縄県中頭郡西原町上原1-25-8
417 南風原町 あおぞら薬局 901-1103 沖縄県島尻郡南風原町与那覇236-1
418 南風原町 イオン薬局 南風原店 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平264
419 南風原町 会営薬局医療センター前 901-1105 沖縄県島尻郡南風原町新川218-10
420 南風原町 クララ薬局 901-1114 沖縄県島尻郡南風原町神里434-1
421 南風原町 クローバー薬局 (南風原町) 901-1105 沖縄県島尻郡南風原町新川423-7
423 南風原町 寿薬局 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平498
424 南風原町 さかき薬局 901-1117 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1593
425 南風原町 サン薬局 901-1105 沖縄県島尻郡南風原町新川67-10
426 南風原町 新生堂薬局 琉球つかざん店 901-1117 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1315-1
427 南風原町 すこやか薬局 新川店 901-1105 沖縄県島尻郡南風原町新川101-3
428 南風原町 とくりん薬局 901-1103 沖縄県島尻郡南風原町与那覇283
429 南風原町 ハープ薬局 つかざん店 901-1117 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1490
430 南風原町 ひだまり薬局 901-1105 沖縄県島尻郡南風原町新川214-2
431 南風原町 メルシー薬局 かねぐすく 901-1111 沖縄県島尻郡南風原町兼城656-3
432 南風原町 りんご薬局 新川店 901-1105 沖縄県島尻郡南風原町新川
433 南風原町 Ｏｎｅハート南風原薬局 901-1116 沖縄県島尻郡南風原町照屋362
435 与那原町 いじゅの木薬局 901-1303 沖縄県島尻郡与那原町与那原1118
436 与那原町 いちご薬局 901-1302 沖縄県島尻郡与那原町上与那原340-2
437 与那原町 ヴァインドラッグあがり浜薬局 901-1304 沖縄県島尻郡与那原町東浜68-1-2



438 与那原町 つつじ薬局 ヨナ原 901-1303 沖縄県島尻郡与那原町与那原2918
439 与那原町 トマト薬局 901-1303 沖縄県島尻郡与那原町与那原1004
440 与那原町 みのり薬局 901-1304 沖縄県島尻郡与那原町東浜90-4
442 与那原町 ゆい薬局 江口店 901-1303 沖縄県島尻郡与那原町与那原3691-1
443 豊見城市 あいらんど薬局 豊見城中央病院前店 901-0244 沖縄県豊見城市宜保266-16
444 豊見城市 アジアン薬局 901-0244 沖縄県豊見城市宜保367-1
445 豊見城市 いちご薬局 とよみ店 901-0231 沖縄県豊見城市我那覇478-1
446 豊見城市 いちご薬局 真玉橋店 901-0201 沖縄県豊見城市真玉橋285-1-1F
447 豊見城市 小禄東薬局 901-0241 沖縄県豊見城市豊見城371-1
448 豊見城市 会営薬局とよみ 901-0244 沖縄県豊見城市宜保271-1
449 豊見城市 サンアイ薬局 901-0244 沖縄県豊見城市宜保310-7
450 豊見城市 しんせい薬局 豊見城店 901-0244 沖縄県豊見城市宜保306-1
451 豊見城市 すみれ薬局 901-0235 沖縄県豊見城市名嘉地228-1
453 豊見城市 そうごう薬局 豊見城店 901-0213 沖縄県豊見城市高嶺395-103
454 豊見城市 てぃみぐ薬局 901-0235 沖縄県豊見城市名嘉地220-6
455 豊見城市 とみー薬局 901-0241 沖縄県豊見城市豊見城445-1
456 豊見城市 豊見城薬局 901-0244 沖縄県豊見城市宜保266-21
457 豊見城市 ハープ薬局 とみしろ店 901-0243 沖縄県豊見城市上田1-1
458 豊見城市 はいさい薬局 901-0212 沖縄県豊見城市平良573-1
459 豊見城市 松島薬局 豊見城店 901-0241 沖縄県豊見城市豊見城293-2
460 豊見城市 万年堂薬局 平良店 901-0212 沖縄県豊見城市平良103-3
461 豊見城市 ミッキー薬局 901-0244 沖縄県豊見城市宜保152
462 豊見城市 ミント薬局 豊見城店 901-0241 沖縄県豊見城市豊見城549-8
463 糸満市 あさひの薬局 糸満店 901-0302 沖縄県糸満市潮平787-15
464 糸満市 あはごん薬局 901-0301 沖縄県糸満市阿波根1552-5
465 糸満市 新垣薬局 901-0361 沖縄県糸満市糸満989-28
466 糸満市 新垣薬局 かねひで店 901-0303 沖縄県糸満市兼城400
467 糸満市 おれんじ薬局 901-0361 沖縄県糸満市糸満1269
468 糸満市 金城薬局 901-0362 沖縄県糸満市真栄里2048-5
469 糸満市 ㈲晴天堂薬局 901-0305 沖縄県糸満市西崎6-16-6
470 糸満市 たんぽぽ薬局 (糸満市) 901-0302 沖縄県糸満市潮平708-19
471 糸満市 なかむら薬局 (糸満市) 901-0305 沖縄県糸満市西崎2-7-1
472 糸満市 なごみ薬局 901-0364 沖縄県糸満市潮崎町2-1-13
473 糸満市 南山薬局 901-0362 沖縄県糸満市真栄里908
475 糸満市 ひまわり薬局 (糸満市) 901-0313 沖縄県糸満市賀数410-2
476 糸満市 ほがらか薬局 901-0301 沖縄県糸満市阿波根873-1
477 糸満市 薬局えぱーわーな～ 901-0314 沖縄県糸満市座波1822-8
479 糸満市 薬志堂薬局 真栄里店 901-0362 沖縄県糸満市真栄里2036-1
480 糸満市 ゆい薬局 真栄里店 901-0362 沖縄県糸満市真栄里2024-3
481 糸満市 ゆい潮平薬局 901-0302 沖縄県糸満市潮平767-19
482 糸満市 ゆい西崎薬局 901-0305 沖縄県糸満市西崎2-26-11
483 糸満市 りんご調剤薬局 糸満店 901-0334 沖縄県糸満市大度515-1
484 糸満市 レモン薬局 901-0302 沖縄県糸満市潮平706-7
485 八重瀬町 あにも調剤薬局 901-0405 沖縄県島尻郡八重瀬町伊覇65-24
487 八重瀬町 くじら薬局 (八重瀬町) 901-0512 沖縄県島尻郡八重瀬町具志頭154-10
488 八重瀬町 東風平薬局 901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町東風平1429-2
489 八重瀬町 すこやか薬局 外間店 901-0417 沖縄県島尻郡八重瀬町外間157-1
490 八重瀬町 千寿薬局 901-0405 沖縄県島尻郡八重瀬町伊覇308
491 八重瀬町 ともよせ薬局 901-0411 沖縄県島尻郡八重瀬町友寄903-60
492 八重瀬町 りんご調剤薬局 東風平店 901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町東風平1209-16
493 南城市 いず薬局 901-1505 沖縄県南城市知念久原586-4
494 南城市 くすみ薬局 901-1208 沖縄県南城市大里平良2545-1
495 南城市 くはら薬局 901-1505 沖縄県南城市知念久原693
496 南城市 JR九州ドラッグイレブン薬局 佐敷店 901-1414 沖縄県南城市佐敷津波古1226-1
497 南城市 すこやか薬局 大里店 901-1204 沖縄県南城市大里稲嶺2025-2
498 南城市 瀬底薬局 901-1414 沖縄県南城市佐敷津波古157
499 南城市 はくあい薬局 (南城市) 901-1414 沖縄県南城市佐敷津波古西原2310-2
500 南城市 ゆうな薬局 (南城市) 901-1206 沖縄県南城市大里仲間1133-4
501 南城市 りんりん堂薬局 901-1202 沖縄県南城市大里大里2568-2



502 宮古島市 いけむら薬局 906-0007 沖縄県宮古島市平良東仲宗根184
503 宮古島市 上地薬局 よこだけ店 906-0501 沖縄県宮古島市伊良部前里添638-3
504 宮古島市 オリーブ薬局 病院前店 906-0013 沖縄県宮古島市平良下里495-3
505 宮古島市 くがに薬局 906-0013 沖縄県宮古島市平良下里1554-1
506 宮古島市 コジャ薬局 市場前店 906-0013 沖縄県宮古島市平良下里556-3
507 宮古島市 コジャ薬局 東店 906-0007 沖縄県宮古島市平良東仲宗根566
508 宮古島市 コナ薬局 906-0304 沖縄県宮古島市下地上地411-1
509 宮古島市 シモジ薬局 906-0007 沖縄県宮古島市平良東仲宗根256
510 宮古島市 すこやか薬局 西里店 906-0012 沖縄県宮古島市平良西里782-1-2
511 宮古島市 たいら薬局 906-0015 沖縄県宮古島市平良久貝1064-10-2
512 宮古島市 はくあい薬局 (宮古島市) 906-0203 沖縄県宮古島市上野宮国746-17
513 宮古島市 はな薬局 (宮古島市) 906-0012 沖縄県宮古島市平良西里143-1F
516 宮古島市 病院前薬局 (宮古) 906-0013 沖縄県宮古島市平良下里437-9
517 宮古島市 ミント薬局 腰原店 906-0013 沖縄県宮古島市平良下里1477-1
518 宮古島市 ミント薬局 松原店 906-0013 沖縄県宮古島市平良下里1578-8
519 宮古島市 むつみ薬局 906-0013 沖縄県宮古島市平良下里1154-1
521 石垣市 アイン薬局 石垣店 907-0002 沖縄県石垣市真栄里108-5
523 石垣市 新川薬局 (石垣市) 907-0022 沖縄県石垣市大川287
525 石垣市 あらや薬局 907-0004 沖縄県石垣市登野城644-20
526 石垣市 上地薬局 いしがき店 907-0022 沖縄県石垣市大川728-12
528 石垣市 幸地薬局 907-0004 沖縄県石垣市登野城570
529 石垣市 ココ薬局 (石垣市) 907-0022 沖縄県石垣市大川528-1
530 石垣市 ここなつ薬局 907-0024 沖縄県石垣市新川2287-35
531 石垣市 こすも薬局 907-0024 沖縄県石垣市新川29-2
532 石垣市 佐久間薬局 907-0022 沖縄県石垣市大川210
533 石垣市 中央薬局 907-0023 沖縄県石垣市石垣12-1
534 石垣市 ㈲調剤薬局やえやま 907-0022 沖縄県石垣市大川728-11
535 石垣市 とのしろ薬局 907-0004 沖縄県石垣市登野城167
536 石垣市 なみき薬局 (石垣市) 907-0004 沖縄県石垣市登野城1024-4
537 石垣市 新高薬局 907-0012 沖縄県石垣市美崎町9
538 石垣市 はと薬局 907-0002 沖縄県石垣市真栄里301-1
539 石垣市 マリーナ薬局 907-0013 沖縄県石垣市浜崎町3-3-9
540 石垣市 みどり薬局 907-0003 沖縄県石垣市平得88
541 石垣市 むるぶし薬局 907-0003 沖縄県石垣市平得150-3


