
医療機関

 国頭村 ◎ 上原薬局 41-2121 41-5151 国頭村辺土名215-1
 国頭村  くにがみ薬局 41-3377 41-3366 国頭村辺土名139 （株）アインファーマシーズ
 大宜味村 ◎ ふる里薬局 50-5808 50-5788 大宜味村塩屋1306-63 
 今帰仁村  謝名薬局 56-5810 56-5811 今帰仁村謝名443-3 （有）オギメディカル
 本部町 ◎ アイン薬局 美ら海店 47-5777 47-7225 本部町大浜874-2 （株）アインファーマシーズ
 本部町 ◎ ふく薬局 もとぶ店 51-6336 51-6337 本部町大浜880-4 （株）ふく薬品
 本部町  もとぶ薬局 47-3358 47-3358 本部町大浜880-3 （有）タウンファーマシ
 名護市 ◎ 伊差川薬局 52-7388 53-7832 名護市伊差川274 （有）一朗薬局
 名護市 ◎ 大北健康堂薬局 53-5845 52-3582 名護市大北3-1-63 （株）オオハシ
 名護市  オギドウ薬局 53-7443 53-7134 名護市宮里453-6 
 名護市 ◎ 神山薬局名護 52-3619 52-3690 名護市大東1-1-8 （同）神山薬局名護
 名護市  クイック調剤薬局 大宮小学校前店 54-0055 54-0050 名護市宮里5-10-18 （同）QUICKファーマシー
 名護市  クイック調剤薬局 名護店 43-0039 43-0018 名護市大北5-22-26 （同）QUICKファーマシー
 名護市  クイック調剤薬局  名護バスターミナル前店 45-0077 45-0066 名護市宇茂佐919-7 （同）QUICKファーマシー
 名護市 ◎ 健康堂薬局 52-2766 52-3581 名護市城1-2-24 （株）オオハシ
 名護市  さくら薬局 ICHI 52-7587 52-7587 名護市大北3-5-2  101号 （有）ICHI
 名護市 ◎ サンキュウファーマシー  うむさ店 43-0099 43-0098 名護市宇茂佐1758-1 （株）サンキュウファーマシー
 名護市 ◎ サンキュウファーマシー  名護店 51-1939 51-1941 名護市大北5-3-6 （株）サンキュウファーマシー
  名護市  すこやか薬局 大北店 51-0117 51-0116 名護市大北1-2-36 （株）薬正堂
 名護市  たまき薬局 52-2419 52-4558 名護市大西3-15-4 （株）アポロン
 名護市  なかむら薬局 53-2139 53-2139 名護市大東2-23-27
 名護市 ◎ 名護中央薬局 大中店 52-7550 52-7558 名護市大中5-4-47 （同）康
 名護市 ◎ 名護中央薬局 城店 52-5550 43-6999 名護市城2-10-14 （同）康
    名護市  名護薬局 52-2410 52-6174 名護市城1-1-3 
 名護市  ナゴラン薬局 54-0002 54-0003 名護市宇茂佐の森1-1-7 （株）なごらん
   名護市 ◎ ハーモニー薬局 大宮店 54-8180 54-8188 名護市宮里3-1-9 （有）メディカルハーモニー
 名護市  ぱいん薬局 おおひがし店 43-6600 43-6601 名護市大東1-5-26 （株）ぱいん
 名護市  病院前薬局 51-1775 51-1776 名護市大東3-21-22 （同）浅沼
 名護市 ◎ ふく薬局 うむさ店 50-9075 50-9077 名護市宇茂佐1760-1 （株）ふく薬品
 名護市 ◎ ふく薬局 なご店 54-1985 54-1986 名護市宮里6-8-36 （株）ふく薬品
 名護市 ◎ ふく薬局 名桜通り店 51-0333 51-0339 名護市宇茂佐1703-101 （株）ふく薬品
 名護市  プラム薬局 53-5511 53-3355 名護市為又69 （株）プラム
 名護市  辺土名薬局 52-1018 52-1018 名護市宮里1-21-11
 名護市  北部地区薬剤師会会営薬局 52-7878 52-7889 名護市宇茂佐1712-17 （一社）北部地区薬剤師会
 名護市  まるよし薬局 54-1993 54-1993 名護市大北1-5-6 （有）寿
 名護市  屋我地薬局 52-8877 52-8896 名護市饒平名465-1 （株）祥陽会
 名護市 ◎ 屋嘉比薬局 52-2053 53-6545 名護市城2-1-28 （同）屋嘉比
 名護市  ゆい大東薬局 51-0555 51-0556 名護市大東1-15-7 （株）ゆい沖縄
 伊江村  内間薬局 49-2123 49-2073 伊江村川平131-1 （有）内間薬局
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