
No. 市町村 薬局名 所在地 修了者数（累計）

1 岡山市北区 ケイ・アイ堂薬局 岡山市北区伊福町１－１－６ 6

2 岡山市北区 さとう薬局 岡山市北区伊島町２－１－３６ 1

3 岡山市北区 サンライズ薬局 岡山市北区伊島北町８－５ 8

4 岡山市北区 なごみ薬局 岡山市北区伊島北町１－２３ 1

5 岡山市北区 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 1

6 岡山市北区 トマト薬局　奉還町店 岡山市北区奉還町１－７－７　オルガビル内 4

7 岡山市北区 富永薬局 岡山市北区奉還町１－２－７ 1

8 岡山市北区 パール薬局 岡山市北区清心町５－２８ 3

9 岡山市北区 ひまわり薬局　高柳店 岡山市北区高柳西町１６－１３ 5

10 岡山市北区 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 13

11 岡山市北区 サンヨー薬局・西崎店 岡山市北区西崎本町４－３６ 5

12 岡山市北区 おかやま薬局　大安寺店 岡山市北区大安寺東町２２－２２ 5

13 岡山市北区 かえる薬局　大安寺店 岡山市北区大安寺南町１－３－５ 1

14 岡山市北区 アイビー薬局　大安寺 岡山市北区野殿東町１－３３ 11

15 岡山市北区 順風会ロングライフホスピタル 岡山市北区万成東町３－１ 2

16 岡山市北区 ナビ薬局　津島店 岡山市北区津島東１－３－８ 2

17 岡山市北区 おざき薬局　津島店 岡山市北区津島南２－６－４９ 1

18 岡山市北区 快明薬局 岡山市北区津島南１－１－３ 3

19 岡山市北区 あおぞら薬局 岡山市北区津島西坂２－２－２０－２ 7

20 岡山市北区 ザグザグ薬局　北方店 岡山市北区北方２－１－２４ 3

21 岡山市北区 サンヨー薬局・南方店 岡山市北区南方３－９－１６ 7

22 岡山市北区 おかやま薬局　岡北店 岡山市北区大和町２－８－２５ 5

23 岡山市北区 津山漢方堂薬局 岡山市北区出石町１－２－２３ 1

24 岡山市北区 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 4

25 岡山市北区 サカエ薬局　中山下店 岡山市北区中山下１－６－９ 3

26 岡山市北区 セントラル薬局　クレド店 岡山市北区中山下１－８－４５ 10

27 岡山市北区 ひなた薬局 岡山市北区中山下一丁目９－５０ 2

28 岡山市北区 やまかわ薬局　中山下店 岡山市北区中山下２－５－５８ 3

29 岡山市北区 あしたか薬局　表町店 岡山市北区表町１－６－５６ 1

30 岡山市北区 ハートライフ薬局　西大寺町店 岡山市北区表町３－６－２５ 5

31 岡山市北区 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 9
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32 岡山市北区 加宝堂薬局 岡山市北区京橋町８－５ 9

33 岡山市北区 ハートライフ薬局　京町店 岡山市北区京町８－１２ 2

34 岡山市北区 エスマイル薬局十日市店 岡山市北区十日市西町５－２３ 5

35 岡山市北区 柿の木薬局 岡山市北区清輝本町３－３０ 1

36 岡山市北区 あおやま薬局　岡南店 岡山市北区岡南町１－５－２ 4

37 岡山市北区 ひがしもん薬局 岡山市北区岡町１－２３ 4

38 岡山市北区 ウエノ薬局 岡山市北区本町２－１４ 1

39 岡山市北区 サカエ薬局　岡山駅前店 岡山市北区本町１－１８ 2

40 岡山市北区 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 3

41 岡山市北区 くにとみ薬局 岡山市北区本町６－３６第一セントラルビル６Ｆ 2

42 岡山市北区 サカエ薬局　幸町店 岡山市北区幸町４－１８ 1

43 岡山市北区 渡辺薬局 岡山市北区柳町２－６－２７ 2

44 岡山市北区 おかやま薬局　岡大病院前店 岡山市北区大学町２－１３ 1

45 岡山市北区 ㈱岡田薬局 岡山市北区大学町２－１６ 2

46 岡山市北区 きたぞの薬局　岡大病院前店 岡山市北区大学町３－１０ 3

47 岡山市北区 セガミ薬局　岡大病院前店 岡山市北区大学町６－２８ 1

48 岡山市北区 イオン薬局　岡山店 岡山市北区下石井１－２－１ 2

49 岡山市北区 やまかわ薬局　大供表町店 岡山市北区大供表町１４－１５ 3

50 岡山市北区 こやま薬局・大供店 岡山市北区大供２－２－８ 5

51 岡山市北区 肥後薬局　鹿田本町店 岡山市北区鹿田本町２－１５ 12

52 岡山市北区 マスカット薬局　東古松店 岡山市北区東古松３－１－１１ 3

53 岡山市北区 いずみ薬局 岡山市北区東古松３－２－２８ 4

54 岡山市北区 エムエム薬局　大元店 岡山市北区大元１－１－２ 2

55 岡山市北区 晴れのくに薬局　大元上町店 岡山市北区大元上町１１－７ 4

56 岡山市北区 オール薬局　西古松店 岡山市北区西古松２－２７－１１ 3

57 岡山市北区 妹尾薬局 岡山市北区奥田２－８－１０ 1

58 岡山市北区 あかり薬局　富田店 岡山市北区富田４１１－６ 3

59 岡山市北区 こやま薬局・青江店 岡山市北区青江５－１－１ 7

60 岡山市北区 フロンティア薬局　岡山日赤前店 岡山市北区青江１－８－６ 1

61 岡山市北区 肥後薬局　日赤前店 岡山市北区青江１－１１－６ 9

62 岡山市北区 岡薬局　田中店 岡山市北区田中６２８－１ 2

63 岡山市北区 ザグザグ薬局　北長瀬店 岡山市北区北長瀬表町３－２－１ 1

64 岡山市北区 調剤薬局ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼﾌﾞﾗﾝﾁ岡山北長瀬店 岡山市北区北長瀬表町２－１７－８０ 2

65 岡山市北区 赤松薬局 中仙道店 岡山市北区中仙道５８－１２４ 6
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66 岡山市北区 エンゼル薬局　西長瀬店 岡山市北区中仙道２－２８－２１ 3

67 岡山市北区 ㈲ふたば薬局　岡山店 岡山市北区野田３－１６－３１ 1

68 岡山市北区 やまかわ薬局　野田店 岡山市北区野田３－１８－５２ 1

69 岡山市北区 やまかわ薬局　上中野店 岡山市北区上中野１－８－２９ 1

70 岡山市北区 エムエム薬局 今店 岡山市北区今７－２４－１８ 4

71 岡山市北区 富永薬局　大元店 岡山市北区今２－７－１　ＫＵⅡビル１階 4

72 岡山市北区 虹いろ薬局　大野辻店 岡山市北区今３－１８－３０ 3

73 岡山市北区 Ｅ薬局　辰巳店 岡山市北区辰巳１８－１０９ 2

74 岡山市北区 田辺の薬局 岡山市北区桑田町４－１９ 1

75 岡山市北区 鹿田薬局 岡山市北区厚生町２－７－１５ 3

76 岡山市北区 川崎医科大学総合医療センター 岡山市北区中山下２－６－１ 2

77 岡山市北区 岡山大学病院　薬剤部 岡山市北区鹿田町２－５－１ 9

78 岡山市北区 岡山赤十字病院 岡山市北区青江２－１－１ 4

79 岡山市北区 シライシ薬局 岡山市北区白石西新町８－１１１ 4

80 岡山市北区 ハーネス薬局　平野店 岡山市北区平野１０１１－８ 4

81 岡山市北区 (有)ひらの薬局 岡山市北区平野１０１２－１５ 1

82 岡山市北区 畑薬局 平野店 岡山市北区平野１０７３－３ 4

83 岡山市北区 やまかわ薬局　庭瀬店 岡山市北区平野８５０－１ 4

84 岡山市北区 マスカット薬局　庭瀬店 岡山市北区庭瀬８１２－６ 2

85 岡山市北区 畑薬局 庭瀬店 岡山市北区庭瀬２３７－１０ 1

86 岡山市北区 なかよし薬局 岡山市北区吉宗４２８－１３ 1

87 岡山市北区 クオール薬局 栢谷店 岡山市北区栢谷１６７９－１ 3

88 岡山市北区 おかやま薬局　津高店 岡山市北区横井上２２０－１ 7

89 岡山市北区 ひまわり薬局 津高店 岡山市北区津高７０８－４ 5

90 岡山市北区 ひまわり薬局 津高西店 岡山市北区津高７１２－６ 1

91 岡山市北区 クオール薬局 富原店 岡山市北区富原３７０２－１ 6

92 岡山市北区 マスカット薬局 本店 岡山市北区田益１２９０－１ 5

93 岡山市北区 一般社団法人岡山県薬剤師会会営薬局 岡山市北区田益１２９１－１ 2

94 岡山市北区 就実大学薬学部附属薬局 岡山市北区田益１２９１－１ 3

95 岡山市北区 くすりのラブ薬局 国立病院前店 岡山市北区田益１７０５－１ 1

96 岡山市北区 やまかわ薬局　楢津店 岡山市北区楢津６６－３ 4

97 岡山市北区 サン薬局　一宮店 岡山市北区楢津３９８－１ 3

98 岡山市北区 かえる薬局　楢津店 岡山市北区楢津１２０３－４ 1

99 岡山市北区 いちのみや薬局 岡山市北区一宮山崎２７９－７ 8
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100 岡山市北区 マスカット薬局 一宮店 岡山市北区一宮３４－１ 1

101 岡山市北区 ザグザグ薬局 一宮店 岡山市北区一宮８８－１ 1

102 岡山市北区 アイビー薬局 一宮 岡山市北区西辛川３０５－１ 12

103 岡山市北区 シライシ薬局 一宮店 岡山市北区西辛川４８８－１０ 6

104 岡山市北区 高木薬局 一宮店 岡山市北区西辛川５３９－１２ 3

105 岡山市北区 後藤薬局 岡山市北区芳賀５１１２－１１２ 2

106 岡山市北区 エル薬局 岡山市北区高松原古才２５６－６ 2

107 岡山市北区 エンドオ薬局 岡山市北区高松原古才２５４－１ 1

108 岡山市北区 スマイル薬局 吉備津店 岡山市北区吉備津１０１９－３ 5

109 岡山市北区 ザグザグ薬局　小山店 岡山市北区小山５２－１ 5

110 岡山市北区 高木薬局 高松店 岡山市北区小山１１２－７ 4

111 岡山市北区 長栄薬局 岡山市北区下足守１９０２－１ 1

112 岡山市北区 つぼい薬局 岡山市北区西山内８５ 2

113 岡山市北区 サンヨー薬局　牟佐店 岡山市北区牟佐９５－７ 7

114 岡山市北区 ももたろう薬局　中原店 岡山市北区中原１４２－８ 3

115 岡山市北区 おかやま薬局　御津店 岡山市北区御津野々口３７８－９ 5

116 岡山市北区 ﾍﾙｽﾊﾟｰｸ かくたに薬局 みつ店 岡山市北区御津宇垣１４１４－２ 3

117 岡山市北区 成広薬局 宇垣店 岡山市北区御津宇垣１５５９ 5

118 岡山市北区 成広薬局 金川店 岡山市北区御津金川４４９－２ 16

119 岡山市北区 かくたに薬局 岡山市北区建部町福渡４９７ 2

120 岡山市北区 おかやま薬局 福渡店 岡山市北区建部町川口１５２４－６ 4

121 岡山市中区 操南薬局 岡山市中区江並７７－５ 6

122 岡山市中区 こやま薬局・江崎店 岡山市中区江崎８９－３ 4

123 岡山市中区 さくら薬局　江崎店 岡山市中区江崎７８－４ 1

124 岡山市中区 フロンティア薬局　江崎店 岡山市中区江崎１０４－２６ 1

125 岡山市中区 アイン薬局　岡山江崎店 岡山市中区江崎４５５－１２ 1

126 岡山市中区 岡山平成薬局　操南店 岡山市中区藤崎１３６－２４ 1

127 岡山市中区 モシモシ薬局 本店 岡山市中区国府市場８０－１ 5

128 岡山市中区 ㈲赤松薬局 高島店 岡山市中区中井１－１３－１７ 1

129 岡山市中区 めばえ薬局 岡山市中区中井２８５－５ 5

130 岡山市中区 岡山平成薬局 岡山市中区中井１－５－１ 1

131 岡山市中区 Ｅ薬局　東店 岡山市中区土田８０３－５ 2

132 岡山市中区 ハロー薬局 岡山市中区長利１０３－６ 1

133 岡山市中区 コージィ薬局 岡山市中区関４３６－７ 6
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134 岡山市中区 Ｅ薬局　竜操店 岡山市中区高屋３４２ 2

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

136 岡山市中区 ㈲新富薬局 岡山市中区国富７８２－５ 7

137 岡山市中区 ユーカリ薬局　国富店 岡山市中区国富４－５－２０ 8

138 岡山市中区 おかやま薬局　高島店 岡山市中区高島新屋敷３８０－１４ 2

139 岡山市中区 ユーカリ薬局　清水店 岡山市中区清水２９２－１ 5

140 岡山市中区 すずらん薬局 岡山市中区藤原西町２－６－５０ 3

141 岡山市中区 ファーマシィ薬局　藤原 岡山市中区藤原２３－２２ 2

142 岡山市中区 阪神調剤薬局　岡山ハート店 岡山市中区竹田５４－５ 2

143 岡山市中区 竹水堂薬局　中島店 岡山市中区中島６８－４ 4

144 岡山市中区 ㈲竹水堂薬局 岡山市中区八幡東町１９－４ 2

145 岡山市中区 つばさ薬局 岡山市中区浜６２１－１ 1

146 岡山市中区 富永薬局 浜店 岡山市中区浜３－３－９ 2

147 岡山市中区 Ｅ薬局　西川原店 岡山市中区西川原１３５－１ 1

148 岡山市中区 サンヨー薬局　西川原店 岡山市中区西川原６８－１ 4

149 岡山市中区 福泊薬局 岡山市中区福泊２５８－４ 3

150 岡山市中区 ㈲ゾンネ朝日薬局 岡山市中区福泊１９９－２ 5

151 岡山市中区 セントラル薬局 倉益店 岡山市中区倉益２０６－３ 3

152 岡山市中区 サンヨー薬局　倉田店 岡山市中区倉田２１０－６ 5

153 岡山市中区 そうごう薬局　倉田店 岡山市中区倉田２４１－３７ 5

154 岡山市中区 さくらんぼ薬局　倉田店 岡山市中区倉田５０８－１８ 1

155 岡山市中区 マスカット薬局 湊店 岡山市中区湊４９２－２ 2

156 岡山市中区 みなと薬局 岡山市中区湊３７７－３ 4

157 岡山市中区 ㈲大村薬局 岡山市中区山崎６８－１ 4

158 岡山市中区 ザグザグ薬局　山崎店 岡山市中区山崎２６６－５ 1

159 岡山市中区 エスマイル薬局まるやま店 岡山市中区円山１０２５－１ 1

160 岡山市中区 ユーカリ薬局 門田屋敷店 岡山市中区門田屋敷３－５－４０－４ 6

161 岡山市中区 赤松薬局　古京店 岡山市中区古京町１－４－３２－１ 2

162 岡山市中区 東山薬局 岡山市中区東山２－２－３ 4

163 岡山市中区 虹いろ薬局 倉田店 岡山市中区平井３－１０６２－６ 10

164 岡山市中区 平井薬局 岡山市中区平井４－２３－２３ 3

165 岡山市中区 ㈲赤松薬局 岡山市中区東中島町３－１ 5

166 岡山市中区 就実大学 岡山市中区西川原１－６－１ 4

167 岡山市東区 ひかり薬局 駅前店 岡山市東区西大寺上２－２－３３ 13



No. 市町村 薬局名 所在地 修了者数（累計）

168 岡山市東区 あおば薬局 岡山市東区西大寺上３－８－４２ 5

169 岡山市東区 今田薬局 岡山市東区西大寺中１－２－２ 1

170 岡山市東区 虹いろ薬局 西大寺店 岡山市東区西大寺中１－１０－５ 3

171 岡山市東区 成広薬局　西大寺店 岡山市東区西大寺中３－４６０－２ 1

172 岡山市東区 サカエ薬局　西大寺南店 岡山市東区西大寺南２－１－４３ 5

173 岡山市東区 ひかり薬局 新地店 岡山市東区西大寺新地１６－７ 13

174 岡山市東区 サカエ薬局 山南店 岡山市東区宿毛７４４－１ 3

175 岡山市東区 あかね薬局 岡山市東区神崎町１０５－１６ 1

176 岡山市東区 あかり薬局　上南店 岡山市東区君津３２０－１ 5

177 岡山市東区 エスマイル薬局　目黒店 岡山市東区目黒町１２－１ 2

178 岡山市東区 ひかり薬局 本店 岡山市東区可知２－５－１ 4

179 岡山市東区 ひかり薬局 アイ店 岡山市東区可知２－２－２０ 1

180 岡山市東区 コスモス薬局　西大寺店 岡山市東区松新町７１－１ 2

181 岡山市東区 こやま薬局・松新町店 岡山市東区松新町２９－４ 7

182 岡山市東区 おかやま薬局　益野店 岡山市東区益野町２５１－１０ 8

183 岡山市東区 けしごやま薬局 岡山市東区西大寺松崎１７６－９ 8

184 岡山市東区 こじか薬局 岡山市東区西大寺松崎１６２－５ 5

185 岡山市東区 ザグザグ薬局　西大寺店 岡山市東区西大寺中野９３０－１ 1

186 岡山市東区 ひかり薬局　中野ゆめ店 岡山市東区西大寺中野１７０－１０ 2

187 岡山市東区 おかやま薬局 西大寺店 岡山市東区金岡東町１－１１－４８ 5

188 岡山市東区 岡山平成薬局　城東台店 岡山市東区城東台西２－６－４ 1

189 岡山市東区 スマイル薬局　上道店 岡山市東区中尾６４６－７ 1

190 岡山市東区 あかり薬局　本店 岡山市東区東平島９２２－１ 23

191 岡山市東区 あかり薬局　平島西店 岡山市東区東平島１０４１－１ 7

192 岡山市東区 あすなろ薬局 岡山市東区瀬戸町江尻１３５７－１ 8

193 岡山市東区 パストラーレ瀬戸薬局 岡山市東区瀬戸町沖２７３－４ 1

194 岡山市東区 サンヨー薬局・瀬戸店 岡山市東区瀬戸町光明谷２０９－１３ 4

195 岡山市東区 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 19

196 岡山市南区 せとうち薬局 妹尾店 岡山市南区箕島９７１－１ 0

197 岡山市南区 あしたか薬局　浜野店 岡山市南区浜野２－７－２２ 3

198 岡山市南区 こやま薬局・豊成店 岡山市南区豊浜町１－３０ 1

199 岡山市南区 ㈱メリオ 岡山市南区豊成１－１１－６７ 1

200 岡山市南区 豊成薬局 岡山市南区豊成２－４－２０ 1

201 岡山市南区 こやま薬局・泉田店 岡山市南区泉田５－１０－３０ 9



No. 市町村 薬局名 所在地 修了者数（累計）

202 岡山市南区 パステル薬局　泉田店 岡山市南区泉田５－１０－１９ 1

203 岡山市南区 こやま薬局・西市店 岡山市南区西市５２７－３ 3

204 岡山市南区 みのり薬局 大福店 岡山市南区大福１４４－３ 2

205 岡山市南区 はな薬局 妹尾店 岡山市南区妹尾１１２０－７０ 3

206 岡山市南区 ザグザグ薬局 妹尾店 岡山市南区妹尾１８８３－１ 1

207 岡山市南区 みのり薬局 妹尾店 岡山市南区妹尾８４０－１５ 7

208 岡山市南区 かすみ薬局 岡山市南区箕島１２７５－４ 3

209 岡山市南区 ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞひまわり薬局　妹尾店 岡山市南区箕島１３４４－１ 1

210 岡山市南区 せとうち薬局 妹尾店 岡山市南区箕島９７１－１ 1

211 岡山市南区 ノゾミ薬局 東畦店 岡山市南区東畦８０－１０ 2

212 岡山市南区 ビオス薬局 妹尾駅前店 岡山市南区東畦１１２－４５ 10

213 岡山市南区 はな薬局　東畦店 岡山市南区東畦７６６－２２ 3

214 岡山市南区 はな薬局 岡山市南区内尾４６３－１７ 6

215 岡山市南区 はな薬局　藤田店 岡山市南区藤田５６０－５１５ 2

216 岡山市南区 そうごう薬局　Ｐモール藤田店 岡山市南区藤田５６０－５１８ 3

217 岡山市南区 ㈱ダテ薬局　藤田店 岡山市南区藤田６７４－１８ 5

218 岡山市南区 甲浦薬局 岡山市南区北浦７１４ 3

219 岡山市南区 くすりのラブ薬局 福田店 岡山市南区福田２２７－２３ 2

220 岡山市南区 くまぎし薬局 岡山市南区福成１－１６７－１５ 2

221 岡山市南区 とみなが薬局 浦安店 岡山市南区浦安西町２１－２８ 3

222 岡山市南区 ほり薬局 岡山市南区浦安西町１５－１７ 2

223 岡山市南区 ハートライフ薬局 岡山市南区浦安本町８８－９ 4

224 岡山市南区 エスマイル薬局　みはま店 岡山市南区三浜町１－６－１１ 2

225 岡山市南区 ゆずりは薬局　三浜店 岡山市南区三浜町１－６－１１ 3

226 岡山市南区 あかね薬局 岡南店 岡山市南区松浜町３－１５ 3

227 岡山市南区 ナビ薬局 岡山市南区松浜町１５－１ 2

228 岡山市南区 よつば薬局 岡山市南区平福１－１３－１８ 5

229 岡山市南区 金光薬局 岡南店 岡山市南区築港栄町１９－２ 1

230 岡山市南区 サンヨー薬局・築港店 岡山市南区築港栄町７－３０ 19

231 岡山市南区 築港ユアサ薬局 岡山市南区築港緑町１－１５－１ 9

232 岡山市南区 富永薬局　労災病院前 岡山市南区築港緑町１－１５－２６ 1

233 岡山市南区 サンヨー薬局・あけぼの店 岡山市南区築港新町１－７－３０ 9

234 岡山市南区 西山薬局 岡山市南区築港新町１－１５－１５ 6

235 岡山市南区 こやま薬局・並木町店 岡山市南区並木町２－１３－１１ 7



No. 市町村 薬局名 所在地 修了者数（累計）

236 岡山市南区 富永薬局　並木町店 岡山市南区並木町２－２７－７ 1

237 岡山市南区 (株)だて薬局 彦崎店 岡山市南区彦崎２９０７－３５ 1

238 岡山市南区 もも薬局　岡山南店 岡山市南区宗津９２９－３ 2

239 岡山市南区 アイビー薬局 彦崎 岡山市南区植松７００－２ 5

240 倉敷市 渡辺薬局 倉敷市庄新町９－１－１２ 4

241 倉敷市 庄薬局 倉敷市上東６６０－５ 2

242 倉敷市 大手町薬局　ﾒﾃﾞｨｶﾙﾄｰﾗｰ 倉敷市上東１０５７－４ 2

243 倉敷市 みのり薬局 倉敷市下庄４４１－５ 1

244 倉敷市 さくら薬局　マスカット店 倉敷市松島１１５４－２　マルナカマスカット店ﾄﾞｰﾑ棟２Ｆ 2

245 倉敷市 セントラル薬局 二子店 倉敷市二子２０３－１８ 2

246 倉敷市 薬局福寿 倉敷市西坂１４８０－１５ 1

247 倉敷市 ザグザグ薬局中庄店 倉敷市中庄７－１ 5

248 倉敷市 そうごう薬局　中庄店 倉敷市中庄字岩才３５３８－１ 1

249 倉敷市 いほり薬局　帯高店 倉敷市帯高１６８－２ 3

250 倉敷市 くすの木薬局 倉敷市加須山２５４－１２ 1

251 倉敷市 ひまわり薬局 加須山店 倉敷市加須山２２４－６ 1

252 倉敷市 アップル薬局 羽島店 倉敷市羽島２００－１１ 9

253 倉敷市 トマト薬局　大島店 倉敷市大島５３６－２ 2

254 倉敷市 オール薬局　鶴形店 倉敷市鶴形１－３－９ 3

255 倉敷市 ちひろ薬局 倉敷市浜町１－１５－３３ 2

256 倉敷市 みのり薬局 藤戸店 倉敷市藤戸町藤戸２－１１ 5

257 倉敷市 いほり薬局 倉敷市藤戸町藤戸１３８４－３ 6

258 倉敷市 富永薬局　林 倉敷市林５１５ 1

259 倉敷市 金光薬局 新倉敷店 倉敷市新倉敷駅前２－９０－２ 2

260 倉敷市 金光薬局　新倉敷西店 倉敷市新倉敷駅前５－６９ 1

261 倉敷市 コーモト薬局　駅前店 倉敷市新倉敷駅前５－１６－６ 1

262 倉敷市 ㈲さなだ薬局 倉敷市船穂町船穂１４１３－１ 4

263 倉敷市 アイビー薬局 水江 倉敷市水江１０３８－１ 11

264 倉敷市 マスカット薬局　倉敷店 倉敷市中島８５８－６ 23

265 倉敷市 ハート薬局　中島店 倉敷市中島３０１２－３ 3

266 倉敷市 おかやま薬局　西阿知店 倉敷市西阿知町西原１０７４－３９ 2

267 倉敷市 アイン薬局　倉敷駅前店 倉敷市寿町１－２６　マツダパーキングビル１階 7

268 倉敷市 ハート薬局 倉敷市八王寺町字金貸180-38 5

269 倉敷市 クレア薬局 倉敷市白楽町１２５－１２ 2
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270 倉敷市 富永薬局 白楽町 倉敷市白楽町５５６－２１ 1

271 倉敷市 サエラ薬局 倉敷店 倉敷市老松町４－１１－３５ 1

272 倉敷市 大高薬局 倉敷市老松町５－５８８－１ 4

273 倉敷市 ファーマシィくらしき薬局 倉敷市田ノ上７３５－４ 1

274 倉敷市 金光薬局 大高店 倉敷市西中新田２０－１４ 1

275 倉敷市 医療法人 水和会 倉敷ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 倉敷市笹沖２１ 6

276 倉敷市 日の出薬局 大高店 倉敷市沖新町８８－５ 1

277 倉敷市 足高薬局 笹沖支店 倉敷市吉岡５５７－２８ 1

278 倉敷市 アイ薬局 茶屋町店 倉敷市茶屋町１６０８ 2

279 倉敷市 吉宗薬局 倉敷市茶屋町３７５－７ 6

280 倉敷市 らくだ薬局　茶屋町店 倉敷市茶屋町４９４－６ 1

281 倉敷市 スマイル薬局 真備店 倉敷市真備町川辺１８３４－６ 3

282 倉敷市 イオン薬局　倉敷店 倉敷市水江１ 1

283 倉敷市 日の出薬局 イオンモール倉敷店 倉敷市水江１ 2

284 倉敷市 児島ひかり薬局 倉敷市児島田の口１－３－５６ 2

285 倉敷市 スマイル薬局 児島下の町店 倉敷市児島下の町５－２－１５ 8

286 倉敷市 らくだ薬局 倉敷市児島下の町１－１１－５－４ 1

287 倉敷市 ウイズ薬局 児島店 倉敷市児島味野１－１－９ 4

288 倉敷市 おかやま薬局　児島店 倉敷市児島駅前１－１０４ 8

289 倉敷市 ライト薬局 倉敷市児島駅前１－９０ 1

290 倉敷市 児島ハーブ薬局 倉敷市児島阿津１－７－２２ 2

291 倉敷市 サカエ薬局 児島店 倉敷市児島柳田町字遊田８６６－１７ 10

292 倉敷市 金光薬局 児島柳田店 倉敷市児島柳田町６１５ 1

293 倉敷市 そうごう薬局　児島店 倉敷市児島稗田町1838-1 2

294 倉敷市 ドレミ薬局　連島店 倉敷市連島町鶴新田１７３４－５ 4

295 倉敷市 そうごう薬局 南春日店 倉敷市水島南春日町６－３ 2

296 倉敷市 イヨウ薬局 北畝店 倉敷市北畝２－２－１０ 3

297 倉敷市 スマイル薬局　北畝店 倉敷市北畝７－３－６ 6

298 倉敷市 スマイル薬局　福田店 倉敷市福田町古新田８１３－５ 2

299 倉敷市 ハート薬局 水島店 倉敷市水島西常盤町１０－１８－７ 3

300 倉敷市 イヨウ薬局 水島店 倉敷市水島南幸町１－５ 1

301 倉敷市 虹の薬局 ちどり店 倉敷市水島西千鳥町３－２１　ノバシティ第１ビル１階 1

302 倉敷市 キラきら薬局　上成店 倉敷市玉島上成５３７－５ 3

303 倉敷市 そうごう薬局 新倉敷店 倉敷市玉島上成５３９－７ 2



No. 市町村 薬局名 所在地 修了者数（累計）

304 倉敷市 コーモト薬局 乙島店 倉敷市玉島２－２１－１５ 1

305 倉敷市 トマト薬局　玉島店 倉敷市玉島７５０－５ 1

306 倉敷市 きたぞの薬局 玉島店 倉敷市玉島乙島６８６１－３ 2

307 倉敷市 みずほ薬局 玉島店 倉敷市玉島乙島６８６１－３ 3

308 倉敷市 大倉薬局 倉敷市玉島阿賀崎１－２－３３ 9

309 倉敷市 ケンセイ薬局 倉敷市玉島阿賀崎２－１－５ 1

310 倉敷市 玉島中央病院 倉敷市玉島阿賀崎２－１－１ 1

311 倉敷市 フロンティア薬局　玉島店 倉敷市玉島中央町２－５－３－２ 3

312 倉敷市 虹の薬局 玉島店 倉敷市玉島柏島５２０９－１５ 1

313 倉敷市 水玉薬局 倉敷市玉島勇崎１９５－３ 4

314 倉敷市 ファーマシィさにぃ薬局 倉敷市玉島黒崎３９１１－５ 5

315 津山市 アサヒ薬局　小原店 津山市小原１０７－２ 7

316 津山市 ㈲ドレミ薬局 津山市小原１５４－２０ 7

317 津山市 のぞみ薬局 小原店 津山市小原字樋ノ口１８－５ 1

318 津山市 ㈱服部薬局 上河原北店 津山市上河原２３２－１５ 1

319 津山市 ㈲キシ薬局 津山市上河原２０８－８ 3

320 津山市 上河原薬局 津山市上河原２２２－５ 1

321 津山市 きたぞの薬局 本店 津山市北園町２３－１３ 5

322 津山市 きたぞの薬局 山北店 津山市山北５４７－１１ 4

323 津山市 津山薬局　産業道路店 津山市小田中２２３－２ 1

324 津山市 ㈱服部薬局 西店 津山市小田中２３０－１５ 2

325 津山市 向陽薬局 津山市二宮５１－１５ 3

326 津山市 ㈱池田薬局 津山市二宮８１－２ 3

327 津山市 にのみや薬局 津山市二宮１９００－１４ 1

328 津山市 ㈱服部薬局　二宮店 津山市二宮１９６１－１ 1

329 津山市 ㈱服部薬局 城南店 津山市山下９－５ 2

330 津山市 のぞみ薬局　山下店 津山市山下９９－１１ 4

331 津山市 美作薬局 城西店 津山市大手町８－３ 2

332 津山市 ㈱服部薬局 南新座店 津山市南新座２４－８ 5

333 津山市 津山薬局 南新座店 津山市南新座１０６－３ 3

334 津山市 よつば薬局 津山市南新座１０８－３ 4

335 津山市 椿ケ丘薬局 津山市椿高下４０ 6

336 津山市 ㈲大手町薬局 椿高下店 津山市椿高下１３１－３ 1

337 津山市 ㈱服部薬局 津山市田町２１－１ 1



No. 市町村 薬局名 所在地 修了者数（累計）

338 津山市 向陽薬局 田町店 津山市田町９６－５ 9

339 津山市 すずらん薬局 津山市田町８６－４ 1

340 津山市 津山薬局 田町南店 津山市田町９５ 3

341 津山市 ウエルネス薬局 津山市田町３５－１ 1

342 津山市 ㈲大手町薬局 ﾒﾃﾞｨｶﾙｱﾙﾌｧ 津山市大田４５２－４ 2

343 津山市 ㈲のぞみ薬局 津山市山方３４－５ 5

344 津山市 一宮薬局 津山市東一宮４３－１０ 3

345 津山市 きたぞの薬局　東一宮店 津山市東一宮５５－５ 1

346 津山市 ㈲大手町薬局 ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾚｵ 津山市沼８４１－４ 3

347 津山市 佐古薬局　石川病院前店 津山市川崎５５０－１ 4

348 津山市 東津山薬局 津山市川崎１１３５－３ 2

349 津山市 エスマイル薬局　鶴山店 津山市川崎１７５６－２２ 5

350 津山市 アサヒ薬局　河辺店 津山市河辺９３３－１３ 4

351 津山市 大手町薬局　ﾒﾃﾞｨｶﾙｹｰｼｰ 津山市河辺９３３－１６ 4

352 津山市 ㈲美作薬局 津山市河辺９４２－１ 9

353 津山市 のぞみ薬局 中島店 津山市中島４２６－１ 3

354 津山市 津山薬局　平福店 津山市平福５４７－１ 2

355 津山市 津山口薬局 津山市津山口５７－４ 6

356 津山市 マヤ薬局　津山口店 津山市津山口３３０－４ 1

357 津山市 ㈲わかば薬局 津山市草加部９５４－９ 3

358 津山市 ㈲あしだ薬局　高野店 津山市高野本郷１２５８－９ 2

359 津山市 向陽薬局 高野店 津山市高野本郷１２７４－１１ 5

360 津山市 のぞみ薬局　たかの店 津山市高野本郷１４１５－３ 6

361 津山市 のぞみ薬局　ひがし店 津山市高野本郷１４３５－１６ 2

362 津山市 エスマイル薬局　さつき店 津山市押入１１３６－１６ 3

363 津山市 さつき薬局 津山市押入１１３６－１６ 1

364 津山市 サン薬局 中央病院前店 津山市押入１１４０－２ 4

365 津山市 津山薬局 中央病院前店 津山市押入１１４０－２ 3

366 津山市 マスカット薬局 日本原店 津山市日本原３４５－５ 4

367 津山市 あしだ薬局 日本原店 津山市新野東１８１０－６１ 5

368 津山市 ㈲あしだ薬局 杉宮店 津山市杉宮１５－４ 5

369 津山市 そうごう薬局 勝北店 津山市坂上２３０－１ 2

370 津山市 ㈲あしだ薬局 上村店 津山市上村６１－４ 2

371 津山市 （有）くすのき薬局 津山市新魚町１７アルネ津山 1



No. 市町村 薬局名 所在地 修了者数（累計）

372 津山市 ㈱服部薬局 加茂店 津山市加茂町小中原３０－１ 4

373 津山市 高橋薬局 津山市加茂町桑原７０－１ 4

374 津山市 キシ薬局 久米店 津山市中北下１１８６－１０ 2

375 玉野市 扇屋薬局 玉野市田井３－４－６ 1

376 玉野市 ㈱ダテ薬局　田井店 玉野市田井３－２－１２ 1

377 玉野市 肥後薬局 玉野市築港１－１５－２３ 2

378 玉野市 宇野薬局 玉野市宇野２－１９－１８ 2

379 玉野市 小野薬局 宇野店 玉野市宇野１－１２－２５ 2

380 玉野市 ㈱ダテ薬局 宇野店 玉野市宇野８－３－１０ 2

381 玉野市 ㈱ダテ薬局 メルカ店 玉野市宇野１－３８－１ 6

382 玉野市 たまの薬局 玉野市宇野１－１４－３０ 2

383 玉野市 ㈲中島薬局 玉野市宇野２－３２－８ 2

384 玉野市 井上薬局 玉野市玉２－１８－４ 4

385 玉野市 神山薬局 玉野市和田１－９－３２ 1

386 玉野市 ㈱ダテ薬局　日比店 玉野市羽根崎町５－３ 2

387 玉野市 コスモス薬局 玉野市迫間２１３７－１ 1

388 玉野市 コスモス薬局 八浜店 玉野市八浜町八浜１４８４－７ 4

389 笠岡市 あすなろ薬局 笠岡市吉田３５－３ 4

390 笠岡市 ウエル薬局 笠岡市大井南２９－４ 2

391 笠岡市 かくだ薬局　今立店 笠岡市今立２５３３－１ 1

392 笠岡市 ファーマシィ西大島薬局 笠岡市西大島新田６６９ 1

393 笠岡市 金谷薬局 笠岡市金浦１０９４ 5

394 笠岡市 アルファー薬局 笠岡市笠岡５１０１－４ 1

395 笠岡市 かさおか薬局 笠岡市笠岡５８９１－１１ 1

396 笠岡市 のぞみ薬局 笠岡市笠岡２２６５－１ 3

397 笠岡市 エース薬局 笠岡市二番町７－１０ 2

398 笠岡市 クローバー薬局 笠岡市二番町３－５ 3

399 笠岡市 アイ薬局 笠岡市五番町３－５ 2

400 笠岡市 クローバー薬局　富岡店 笠岡市富岡２５６－１０ 2

401 笠岡市 かくだ薬局　運動公園店 笠岡市九番町２－２３ 1

402 井原市 アルファー薬局 美星店 井原市美星町黒忠２９５６－２ 1

403 井原市 アルファー薬局　星の郷店 井原市美星町大倉２４６７－４ 3

404 井原市 すぎはら薬局　芳井店 井原市芳井町吉井２５０ 1

405 井原市 ピノキオ薬局 井原市井原町１２６－１ 2



No. 市町村 薬局名 所在地 修了者数（累計）

406 井原市 いばらセンター薬局 井原市井原町１２０５－５ 1

407 井原市 あおぞら薬局 井原市上出部町５００－１ 4

408 総社市 かえで薬局 総社市三須１３４４－３ 3

409 総社市 おかやま薬局　総社東店 総社市井手５８８－１ 1

410 総社市 ザグザグ薬局　総社東店 総社市井手１２４２－３ 1

411 総社市 つばさ薬局 総社市井手９３３－１ 6

412 総社市 アイ薬局　総社店 総社市中央２－２－１１１ 6

413 総社市 つくし薬局 総社市中央３－１１－１０１ 3

414 総社市 マスカット薬局 総社店 総社市中央１－２２－１０１ 6

415 総社市 れんげ薬局 総社市中央６－１５－１１９ 3

416 総社市 みわ薬局 総社市三輪６７７－６ 3

417 総社市 とんぼ薬局 総社市真壁１５８－６ 1

418 総社市 エスマイル薬局　ほのぼの店 総社市富原３４５－２ 1

419 総社市 おかやま薬局 総社店 総社市岡谷１２１－１４ 4

420 高梁市 しもまち薬局 高梁市下町５８－１ 2

421 高梁市 マスカット薬局 高梁店 高梁市柿木町２０－１ 1

422 高梁市 のぞみ薬局 高梁市東町１８９８－４ 1

423 高梁市 おがわ薬局 高梁市落合町阿部５９９－１９ 8

424 高梁市 落合薬局 高梁市落合町阿部１６７６－５ 2

425 高梁市 エスマイル薬局　成羽店 高梁市成羽町下原４１２ 2

426 高梁市 成羽かわかみ薬局 高梁市成羽町下原３２６－１ 1

427 高梁市 成羽薬局 高梁市成羽町下原４１２ 1

428 新見市 阿新薬局 インター店 新見市高尾７９２－７ 1

429 新見市 阿新薬局 高尾店 新見市高尾２４８８－１１ 2

430 新見市 井上薬局 本店 新見市新見８７９ 1

431 新見市 西井山陽堂薬局 新見市新見７４３－１ 8

432 新見市 さくら薬局　新見店 新見市新見８２０ 3

433 新見市 阿新薬局 駅前店 新見市西方４３６－３ 6

434 新見市 さくら薬局　大佐店 新見市大佐小阪部小守田１４６４－３ 2

435 備前市 いんべ薬局 備前市伊部４００－１３ 1

436 備前市 びぜん薬局 備前市伊部９０－５ 7

437 備前市 マスカット薬局　備前店 備前市伊部２１５５－２ 5

438 備前市 みついし薬局 備前市三石１６６－３ 1

439 瀬戸内市 ハロー薬局　尾張店 瀬戸内市邑久町尾張１３４６－６ 2



No. 市町村 薬局名 所在地 修了者数（累計）

440 瀬戸内市 岡本薬局 瀬戸内市邑久町豊原３３９－２ 3

441 瀬戸内市 サカエ薬局　瀬戸内店 瀬戸内市邑久町山田庄８４８－２ 10

442 瀬戸内市 こやま薬局・長船店 瀬戸内市長船町土師３３２－２ 5

443 瀬戸内市 さくら薬局 長船店 瀬戸内市長船町土師１２１２－６ 2

444 瀬戸内市 竹原薬局 瀬戸内市長船町土師１１２－５ 11

445 瀬戸内市 ㈲栄町ヤマト薬局 瀬戸内市牛窓町牛窓４８０８－３ 1

446 赤磐市 ザグザグ薬局 町苅田店 赤磐市町苅田９４０－１ 3

447 赤磐市 サカエ薬局 赤坂店 赤磐市町苅田９４４－３ 6

448 赤磐市 ナビ薬局 赤坂店 赤磐市西窪田５３４－２ 5

449 赤磐市 みらい薬局 山陽桜が丘西店 赤磐市桜が丘西４－１－９ 16

450 赤磐市 ファーマシー蒼樹薬局 赤磐市桜が丘西２-１-１２ 2

451 赤磐市 サカエ薬局 山陽店 赤磐市日古木７９９－１ 2

452 赤磐市 ザグザグ薬局　下市店 赤磐市下市３６４－３ 2

453 赤磐市 やまかわ薬局 赤磐市西中１１８８－６ 7

454 真庭市 コスモス薬局 真庭市山田１８９４ 1

455 真庭市 ほくぼう薬局 真庭市上水田３８２４－１ 3

456 真庭市 ㈲つむら薬局 真庭市下呰部４５１－１ 7

457 真庭市 ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞたんぽぽ勝山薬局 真庭市三田１４９－１ 1

458 真庭市 サカエ薬局 勝山店 真庭市本郷字横岩１８２３－３ 2

459 真庭市 そうごう薬局　真庭勝山店 真庭市勝山２６０ 1

460 真庭市 吉松屋薬局　月田店 真庭市月田６８２７－１ 3

461 真庭市 ㈲長綱薬局 真庭市蒜山上長田４８８－４ 2

462 真庭市 ユアサ薬局 真庭市西原１６６－１ 1

463 真庭市 真庭中央薬局 真庭市落合垂水２４９－１ 5

464 真庭市 真庭会立しらうめ薬局 真庭市落合垂水４３７－２ 2

465 真庭市 あさがお薬局 真庭市下方１２２５－５ 1

466 真庭市 社会医療法人緑壮会　金田病院 真庭市西原６３ 1

467 真庭市 （株）早川町薬局 真庭市久世２５０９－１ 5

468 真庭市 ユアサ泉橋薬局 真庭市中島４１１－５ 1

469 真庭市 安部薬局 真庭市目木１８８１ 8

470 美作市 芳徳薬局 英田店 美作市福本５７２－１ 1

471 美作市 グリーン薬局 美作市明見５６３ 1

472 美作市 みつぼし薬局 美作市明見３５７－１４ 1

473 美作市 芳徳薬局 入田店 美作市入田２２５－３ 2



No. 市町村 薬局名 所在地 修了者数（累計）

474 美作市 とよくに薬局 美作市豊国原３０７－１ 2

475 美作市 芳徳薬局 美作市栄町４０－１ 2

476 美作市 マスカット薬局　湯郷店 美作市湯郷８１５－４ 5

477 美作市 ありもと薬局 大原病院前店 美作市古町１７７８－１ 4

478 美作市 むさしの里薬局 美作市古町１６６３－２ 4

479 美作市 吉野薬局 美作市豆田４９－４ 1

480 浅口市 ファーマシィよりしま薬局 浅口市寄島町７５４３－１０ 3

481 浅口市 金光薬局 金光店 浅口市金光町佐方９２－２ 1

482 浅口市 ファミリー薬局　鴨方店 浅口市鴨方町鴨方１６３９－５ 3

483 浅口市 田辺薬局 新町店 浅口市鴨方町鴨方１０７９－１３ 3

484 里庄町 ファミリー薬局 浅口郡里庄町新庄２９２８－２ 2

485 早島町 かすみ薬局・早島店 都窪郡早島町大字前潟２８１－２ 2

486 早島町 フロンティア薬局 早島店 都窪郡早島町早島３５２６－６ 1

487 和気町 東邦薬局 和気郡和気町日室下馬１４３－１ 2

488 和気町 ゴダイ薬局　和気店 和気郡和気町福富６３８－３ 3

489 和気町 老人保健施設 エスペランスわけ 和気郡和気町和気２６５ 3

490 和気町 サンヨー薬局・和気店 和気郡和気町和気６６９ 9

491 和気町 ㈲林薬局 和気郡和気町父井原４３０－３ 3

492 矢掛町 ロマン薬局 小田郡矢掛町矢掛２５５８－７ 1

493 矢掛町 イヨウ薬局 矢掛店 小田郡矢掛町小林２９２－１ 1

494 矢掛町 アルファー薬局 小田店 小田郡矢掛町小田５５３７－１０ 1

495 鏡野町 そよかぜ薬局 苫田郡鏡野町吉原２９ 11

496 勝央町 勝央薬局 勝田郡勝央町岡４０－８ 2

497 勝央町 金時薬局 勝田郡勝央町黒土７２－２ 6

498 勝央町 サン薬局　勝央店 勝田郡勝央町黒土３６６－３－１０１ 2

499 勝央町 可児薬局 勝田郡勝央町勝間田７０７ 2

500 久米南町 キシ薬局 弓削店 久米郡久米南町下弓削３８９－２ 4

501 吉備中央町 アイン薬局　吉備加茂川店 加賀郡吉備中央町下加茂１１０３－９ 1

502 吉備中央町 杉の子薬局 加賀郡吉備中央町下加茂１１０３－９ 1

1,735合計　５０２機関


