アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜九州・沖縄エリア＞

＜福岡県＞
店舗名

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段

アイン薬局 KITTE博多店

福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1
KITTE博多8F

092-433-2003 月～土 10:00～19:00

アイン薬局 生の松原店

福岡県福岡市西区生の松原3丁目1260-8

092-881-0530

アイン薬局 飯塚店

福岡県飯塚市新飯塚9-6

0948-26-5637 月～金 8:30～17:15

JR新飯塚駅より徒歩5分

アイン薬局 宮田店

福岡県宮若市本城字隠谷1755-4

月～金 9:00～18:00
0949-32-3022
土 9:00～15:00

(1).若宮市バス隠谷バス停すぐ
(2)宮田病院前バス停より徒歩3分
(3)本城バス停より徒歩8分

ルカ調剤薬局

福岡県田川市大字伊田2677-20

0947-47-1365

古賀調剤薬局 田川病院前

福岡県田川市上本町10-20

月 8:30～19:00
0947-47-1717 火～金 8:30～17:15
土 8:30～15:00

古賀調剤薬局

福岡県田川市大字弓削田3224-1

0947-42-7738

月～金 9:00～18:00
土 9:00～14:00

月・火・木・金 9:00～18:00
水・土 9:00～13:00

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

博多駅から徒歩2分
JR下山門駅から徒歩15分

JR田川伊田駅 平成筑豊鉄道伊田駅より徒歩6分
(1)後藤寺バスセンターより徒歩10分
(2)JR田川後藤寺駅 平成筑豊鉄道田川後藤寺駅から徒歩
15分
西鉄バス 見立バス停より徒歩5分

＜佐賀県＞
店舗名
アイン薬局 新鳥栖店

所在地
佐賀県鳥栖市原古賀町3035
メディカルステージ新鳥栖1F

電話番号

営業時間

0942-50-8351 火～土 9:00～17:30

主な交通手段
JR新鳥栖駅より徒歩1分

＜長崎県＞
店舗名

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段

アイン薬局 桜木町店

長崎県長崎市桜木町2-19

095-895-7170 月～土・祝日 9:00～17:30

長崎ICより車で5分・長崎バス弥生ヶ丘バス停下車徒歩7分

アイン薬局 長崎中央店

長崎県長崎市東山手町1-11

095-893-8755

アイン薬局 田上二丁目店

長崎県長崎市田上2丁目10-29

月～金 8:30～18:00
095-826-5547
土 8:30～12:30

アイン薬局 田上店

長崎県長崎市田上3丁目4-3 1F

095-832-8701

月～金 8:30～17:30
土 8:30～12:30

古賀調剤薬局 愛野店

長崎県雲仙市愛野町甲3848-10

0957-36-1850

月～金 9:00～18:00
島原鉄道愛野駅より徒歩3分
第1、3、4、5土 9:00～13:00

月～金 9:00～18:00
(1)長崎電気軌道市民病院前駅より徒歩3分
第1、2、3、4土 9:30～13:30 (2)市民病院前バス停より徒歩5分
(1)JR長崎駅「田上行き」バス15分「田上」下車徒歩2分
(2)長崎新地バスターミナル「田上行き」バス10分。「国立長
崎病院前」下車徒歩1分
田上病院前（バス停）より徒歩1分

＜熊本県＞
店舗名

所在地

電話番号

営業時間
月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

アイン薬局 富合店

熊本県熊本市南区富合町古閑959-1

096-320-1215

アイン薬局 熊本中央店

熊本県熊本市南区田井島1丁目11-22

096-370-8566 月～金 8:30～17:30

主な交通手段
(1)JR富合駅より南方向に徒歩9分
(2)新村バス停下車徒歩1分
JR熊本駅より都市バス 熊本バスで20分。熊本中央病院入
口下車徒歩1分

＜宮崎県＞
店舗名

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段

アイン薬局おおぬき店

宮崎県延岡市大貫町2丁目1102-4

0982-26-8787

月～金 9:00～18:00
土・祝 9:00～17:00

大貫町三丁目バス停下車 徒歩1分

アイン薬局 こばやし中央店

宮崎県小林市細野160-5

0984-22-3442

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

JR小林駅より徒歩20分

＜鹿児島県＞
店舗名
アイン薬局 加世田店

所在地
鹿児島県南さつま市加世田唐仁原1180

電話番号

営業時間

0993-78-3340 月～土 8:30～17:30
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主な交通手段
鹿児島交通バス「鳳凰高校前」徒歩1分

アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜九州・沖縄エリア＞

＜沖縄県＞
店舗名
アイン薬局 首里店

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段

沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目356-5

098-917-2520 月～金 9:00～18:00

ゆいレール首里駅より徒歩20分

アイン薬局 登川店

沖縄県沖縄市登川597-1

月～土 8:30～23:00
098-923-0652 第1、3、5日・祝日 8:30～
23:00

琉球バス123番（石川空港線）90番（知花バイパス線）ご利用
国道329号線「中頭病院入り口バス停」下車、徒歩15分

アイン薬局 知花店

沖縄県沖縄市知花6丁目25-18

098-982-1321

アイン薬局 赤道店

沖縄県うるま市字赤道260-5

月～水・金 9:00～18:15
098-982-6171 木 9:00～18:00
土 9:00～17:15

くにがみ薬局

沖縄県国頭郡国頭村辺土名139

月～金 9:00～12:00、14:00
0980-41-3377 ～18:00
国頭村役場よりJA向け5分
土 9:00～12:00

はくあい薬局

沖縄県宮古島市上野字宮国746-17

0980-74-7651

月～金 8:30～17:30
土 8:30～12:30

協栄バスにて宮国バス停より徒歩15分

上地薬局 よこだけ店

沖縄県宮古島市伊良部字前里添638-3

0980-74-5588

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

共和バス「徳洲会病院前下車徒歩30秒

アイン薬局 石垣店

沖縄県石垣市真栄里108-5

0980-87-0853

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

車：国道390号線バイパスを北に曲がってすぐ、八重山運転
学校の隣

上地薬局 いしがき店

沖縄県石垣市字大川水名728-12

0980-84-2134 月～金 8:30～18:00

月～金 8:30～19:00
土 8:30～14:00

2 / 2 ページ

中頭病院前バス停より徒歩3分

那覇空港よりバス 県立中部病院前停留所下車徒歩5分

西回伊原間線バス「八重山病院前」下車100m

