CORPORATE PROFILE
株式会社ファーマシィ 会社案内

地域医療に貢献する薬局・薬剤師。
地域になくてはならない薬局を、つくりたい。
患者から必要とされる薬剤師を、育てたい。
少子高齢化を背景に、医療が急速に進化するなかで、
薬剤師に求められる役割は大きく広がっています。
もっと、患者さんの気持ちに寄り添った薬のアドバイスを。
もっと、地域の人々の病気予防や健康づくりのサポートを。
もっと、ご自宅への訪問を通じて在宅医療のサポートを。
患者さん一人ひとりのかかりつけ薬剤師として、
チーム医療の一翼を担う薬の専門職として、積極的に携わっていく。
私たちファーマシィは、時代のニーズをいち早くつかみ、
1976年、医薬分業の先駆者として設立。
以来、「地域に根ざした、信頼される薬局」を理想として、
質の高い人材育成と薬局開発を、絶えず追求してきました。
医療がさまざまな課題に直面している中、患者さん、
そして地域医療を支える医療人の一翼を担う責任と矜持を胸に。
この国で、薬剤師と薬局が、できることをもっと。
私たちファーマシィの挑戦に、終わりはありません。

経営理念と創業の思い
これからの薬剤師、薬局は変わります。
患者、地域、社会にとって、より価値の高い存在に。
1973年、アメリカに渡った私が、医療人として社会的に評価の高い“薬局薬剤師”の姿を目の当
たりにしたのが株式会社ファーマシィの原点です。アメリカ同様に患者さんから信頼される薬剤
師がいる薬局を日本にも創ろう、そう思い立ったのです。折しも、日本でも医薬分業の方針が打
ち出され、これからは保険薬局の時代が必ず来ると確信しました。ファーマシィは、わが国の薬
局に調剤の道をつけるべく、その先駆けとして第一歩を踏み出しました。
以来、医薬分業は医療の質を高めるために必要であるというポリシーのもと、地域に根ざした
信頼される薬局をめざし、人間として薬剤師として質の高い人材の育成に努めています。
代表取締役 会長

武田 宏

より多くの方のより健やかなくらしのために。
地域に根ざした信頼される薬局を創造します。
創業者の思いの込められた「地域に根ざした信頼される薬局」という企業理念に深く共鳴し、薬
局・薬剤師の可能性を信じ、私は、10年間身を置いた法曹界から薬局業界に飛び込んで参りました。
平成から令和へ、新時代を迎え、薬局・薬剤師の在り方も新時代を迎えることになります。
従来の形式的な薬局・医薬分業は終わりを迎え、より多くの方のより健やかなくらしに貢献する本当
の薬局・医薬分業の時代が始まるのです。
医薬分業の先駆けであるファーマシィが新時代を駆け抜けます。

代表取締役 社長

山中 修
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2,653件/月

地域連携のカタチ
在宅医療

95.7%[90薬局]

[ 2020年6月実績 ]

薬剤師として、もっとお役にたてないか。
そんな思いから私たちは在宅医療の支援に
取り組んでいます。在宅医療のニーズが高
まる中、ファーマシィでは多くの薬局が取
り組み、高い信頼を得ています。

訪問看護ステーションとのカンファレンス

ファーマシィの薬剤師は、医師、看護師をはじめ多職種と協働し、患者情報の共有はもちろんのこと、患者さん
一人ひとりに合った処方提案も積極的に行います。それは薬剤に限らず、医療材料、機器など幅広い領域にまで
およびます。それらを通じて「チーム医療」の一員として、患者さんの在宅医療に寄与しています。

地域連携のカタチ
地域活動[健康サポート薬局]

348回/年, 延べ5,918回
活動実績88薬局
[ 2019年実績 ]

ファーマシィのすべての薬局に
健康サポートの役割を。
そんな思いから私たちは、2010年から地域活動
に取り組んできました。コミュニティファーマ
シーの実現に向けて、地域に根ざした活動を続

[ 2010-2020.6実績 ]

93.6%

[ 2019年5月実績 ]

24薬局

健サポ

25.5%

[ 2020年7月実績 ]

けています。

ファーマシィの薬剤師は、医療提供施設としての薬局を活かすための活動を積極的に行っています。また、薬局外での地域活動
は、2010年から活動を継続してきました。2016年には健康サポート薬局が定められ、当社では145名が健康サポート薬局研修を
修了しています。[2020年6月実績]（日本保険薬局協会 健康サポート薬局研修の認定講師5名在籍）
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地域連携のカタチ
地域活動[健康サポート薬局]

こども薬剤師体験

食事・栄養講座

お薬講座

学校薬剤師

健康料理教室

地域行事への参加

地域連携のカタチ
かかりつけ薬剤師
患者さん一人ひとりの、
かかりつけ薬剤師に。
私たちは何よりも患者さんが安心して服薬できるよう、処方
薬をはじめとする医薬品を一元管理することを大切にしてい
ます。患者さんがいま必要としていることは何か。ニーズを
くみ取り、お応えすること。たとえば薬の飲み合わせや症状
に応じた食事など、かかりつけ薬剤師として、患者さん一人
ひとりにあった適切なご提案を心がけています。
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地域連携のカタチ
OTCトリアージ

トリアージとは患者さんの重症度にもとづき、治療の優先度を決定し
て選別を行うことを意味する救急医療の言葉です。
ファーマシィでは、薬剤師が患者さんに適切なカウンセリングを行う
ことで、市販薬を単に「モノ」として販売するのではなく、受診が必
要なのか、市販薬で対応可能なのか、ゆっくり養生すればよいのかな
どをアドバイス（トリアージ）しています。地域の医療機関と連携し
ているからこそセルフメディケーションから受診勧奨へとスムーズな
取り次ぎができる。それが薬局の役割だと考えます。

地域連携のカタチ
学校薬剤師

12人

学校薬剤師

[ 2020年6月実績 ]

学校薬剤師の職務は学校環境衛生に加えて、健康相談、
保健指導が求められています。ファーマシィでは、地域
の求めに応じて積極的に参画しています。

ファーマシィでは、学校薬剤師をはじめとする地域における環境衛生や保健指導などにも参画しています。
学校の飲料水やプールの水質検査、教室の明るさ・騒音・換気状況などの検査の実施や児童や生徒を対象とした薬物乱用、
未成年の飲酒・喫煙、ドーピングなどに関しての教育、教職員を対象に食物アレルギーに関する教育など学校における健康
教育に積極的に関わっています。
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地域連携のカタチ
社内で独立できる仕組み
地域に支持される理想の薬局づくりに、
各地で取り組んでいます。
ファーマシィの薬剤師は、その一人ひとりが患者さんや医師をは
じめとする医療従事者と深いリレーションシップを築き、「かか
りつけ薬剤師」となることをめざしています。そこで私たちは、
薬剤師がその地域で必要とされる薬局の在り方を自らが考え実践
できる、ファーマシィ独自の「自主運営型薬局」を展開していま
す。

「自主運営型薬局」を一言で表すと、現場の薬剤師が、薬局経営
者と同じように活躍できる仕組み。管理薬剤師が責任者となって
長期的に薬局を運営します。地域の実情を知り尽くす薬剤師が、
その地域の薬局と医療の在り方を考え、本当に必要とされる地域
医療に貢献していきます。患者さんのQOLを考え、末永く信頼関
係を築く。医師をはじめとする医療従事者と協働し、地域医療の
向上に取り組んでいく。ファーマシィの揺るぎない理念を土台
に、地域に根ざしたより良い薬局づくりを実現できると考えてい
ます。
北條聡志 / ファーマシィ薬局きりん

安全と品質の確保
最新の設備とIT化

バーコード監査・秤量監査システム
音声入力システム導入
100%[全薬局]
[ 2019年1月実績 ]

GS-1バーコード監査システム

一包化監査支援システム

散薬 / 水薬 / 軟膏 秤量監査システム

電子薬歴音声入力支援システム

OCRスキャナ処方箋自動入力システム

QRコード処方箋自動入力システム

5

安全と品質の確保
最新の設備とIT化

PTP自動払出ロボット

散薬調剤ロボット

水剤定量分注機

全自動錠剤分包機

軟膏ミキサー

電子お薬手帳＋処方箋送受信対応

安全と品質の確保
最新の設備とIT化

モバイル電子薬歴

プライバシーに配慮した独自設計カウンター

無菌調剤室

ドライブスルー

独自のデジタルサイネージで情報提供

キッズコーナー
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薬の専門家として活動
地域の緩和ケア普及の要に

地域の病院や診療所、訪問看護ステーションと顔の見える関係を築き、

患者の在宅移行をスムーズにするため、PCAポンプ1導入などを薬局が中心となって現場をつないで
います。また、外来がん化学療法を円滑に行うために服薬情報提供書(トレーシングレポート)を用い
て積極的な情報提供を行っています。
山根 孝太 / ファーマシィ薬局大蔵

薬のその先へ 小児アレルギーの患児やその親御さんに対して薬剤師としてもっと役に立てないか。小
児アレルギーエデュケーター2の資格を取得し(薬局薬剤師の同資格取得者は全国に19名(2019年6月17日
時点))、ステロイド忌避などさまざまな問題や不安を抱えていることが多い小児アレルギーの治療に薬
剤師としてかかわっています。また、小学校などの教育関係者へアナフィラキシーへの対処(エピペン)
の指導や学校給食を調理している栄養士や調理士への指導、食物アレルギーへの理解を深めるための講
演など薬局外の活動や社内の薬剤師育成にも積極的に関わっています。
中川 博之 / 医療連携部
臨床研究：ポリファーマシー3

大学院への進学と両立できる薬局を求め入社しました。

臨床現場と大学を行き来するなかで高齢化が非常に進んだ地域でポリファーマシーを改善する
ための取り組みに1年目で関わる機会を得て、研究テーマを「高齢者医療・ポリファーマ
シー」に定めて取り組んでいます。初めは処方内容を見てもどこに問題点があるのか手探りで
したが、薬局の先輩に相談しながら経験を積み、徐々に問題点にフォーカスが行くようになっ
てきました。薬学的判断はもちろんのこと患者や医師へのアプローチなどさまざまなスキルを
現場で学んでいます。

山足 拡美 / ファーマシィ薬局やかげ

薬の専門家として活動
EBM4の実践をめざして

現在、大学の非常勤講師をさせていただき、学生のみなさんとEBMにつ

いて一緒に学んでいます。実際に働き始めると、学生時代に夢見た理想と現実のギャップに課題を
感じることもありますが学生のみなさんからキラキラとした夢のような話を聞くたび、私自身刺激
を受け、前に進む力になっています。学生のみなさんが将来薬剤師として社会に出た時、その夢を
実現できる環境を作っていくために、微力ではありますが現場の薬剤師として患者さんの薬物療法
に貢献できるようにEBMを実践しています。
田丸 蓉子 / ファーマシィ薬局病院前

薬剤師マネジャーとして

副エリア長としてのマネジメント業務と現場薬剤師業務を両立しています。

現場の薬剤師としては、イタリア精神保健福祉研修ツアーという海外研修に参加した経験を生かして、
統合失調症などの精神疾患を患われた方や発達障害の方に寄り添い、それぞれの患者さんが病を抱えな
がらも「普通」に人生を全うできる環境を作り上げていけるように活動しています。また、地域の薬剤
師会、医師会、多職種と連携して、認知症などをテーマにした研修や勉強会を企画・開催したり、後進
の育成のために在宅医療について大学で講義もしています。処方箋調剤だけでなく、地域と関わり薬局
の外に出て活動できる薬剤師の育成、薬局づくりにやりがいを感じています。
寳大寺 淳 / 山陰東エリア
1 緩和ケアにおける自己調整鎮痛法(モルヒネ系の注射剤を静脈あるいは皮下からの持続投与と患者の任意で追加投与できる)に用いられる医療機器です。
2 一般社団法人 日本小児臨床アレルギー学会が認定するアレルギー専門コメディカルの認定制度です。
3 服用する薬剤数が多く、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態です。
4 科学的根拠に基づく医療のこと。入手可能な範囲で最も信頼できる根拠を把握した上で、個々の患者さんに特有の臨床状況と患者さんの価値観を考慮した
医療を行うことです。
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様々な活動実績
「がん患者とHIV患者の高度薬学管理で、薬局の機能分化を推進する」 / 竹内 雅代・谷村 友美子
「地域包括ケアに向けた薬剤師の看取り期への関わり方に関する調査研究事業」/孫 尚孝
「地域包括ケアシステムにおける薬剤師の在宅業務のあり方に関する調査研究」 / 孫 尚孝
「介護分野における薬剤師の関わり方等に関する調査研究」 / 孫 尚孝
「医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の策定に関する研究｣ / 孫 尚孝
「精神科門前薬局での取り組み」 / 寳大寺 淳
「がん患者とHIV患者の高度薬学管理で、薬局の機能分化を推進する」 / 竹内 雅代
「島根県在宅緩和ケア事業における在宅PCAの使用を中心とした医療用麻薬の使用調査」 / 熊谷 岳文
「PCAによる在宅緩和ケアでの保険薬局の関わり」 / 藤井 孝泰
「循環器疾患における薬局薬剤師における役割と課題」 / 安福 功一
「在宅がん患者終末期医療における薬剤師の関わり～まめネットを通して～」 / 大棚 貴史
「薬剤師が知っておくべき食物アレルギーと学校におけるエピペンの使い方」 / 中川 博之
「薬局における認知症患者への関わり

～実例をもとに～」 / 桑田 祥

「今日から考える薬の引き算とポリファーマシー対策」～多職種連携が解決のカギ～」 / 佐藤 賢治
「病・診・薬の連携による在宅緩和ケア

調剤薬局による無菌調剤の事例と今後の課題」 / 神品 勇喜

「介護従事者のためのお薬講座」 / 田川 瑞穂・石黒 麻友子
「臨床検査値の活用

－保険薬局の立場より－」 / 森本 千佳

「薬剤師さんに教えてもらおう。認知症の薬のこと」「認知症介護に役立つ！最新の福祉用具を知ろう」 / 北中 紀子
日経DI連載コラム：孫尚孝の「一歩先行く！薬局の創り方」 / 孫 尚孝
など

医療を担う教育体制
連携を担える薬剤師の教育
クオリティの
さらなる向上をめざして。
一生を通じて薬剤師が職能を高め、豊かな人間性を培える環境であるために。
ファーマシィでは多彩な研修制度やキャリアアップ制度を整え、人材育成と価値向上に取り組んでいます。
また、企業コンプライアンスの順守に取り組み、リスクの最小化に努めています。

マンツーマン研修（OJT）

マネジメント研修

新入社員研修

コンプライアンス研修

ビジネスマナー研修

新任管理者研修

医療接遇研修

eラーニング

コミュニケーション研修(LIFO) 社内認定制度
ユニバーサルマナー研修

資格取得支援制度

フォローアップ研修

学会発表（社外・社内）

キャリアデザイン研修

健康サポート薬局研修

リーダーシップ研修
日本薬局学会、日本薬剤師会、日本医療薬学会、日本薬学会、日本緩和医療学会、日本緩和医療薬学会、日本地域薬局薬学会
日本在宅薬学会、日本アプライド・セラピューティクス学会などにおいて学会発表を行っています。
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持続可能な社会を目指して
ＳＤＧｓへの取組み
社会的責任を果たすために。
ファーマシィは、医療に携わる企業として“持続可能な健康で豊かな社会”の実現のために、「持続可能な開発目標(SDGs)」の
達成に向けて着実に取り組んでいます。

健康の増進 → 2（食料）3（保健）４（教育）17（ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ）
• 健康フェア・認知症カフェ・地域の公民館や育児支援センターでのおくすり
講座開講などの地域活動,管理栄養士による栄養相談
• アレルギー対応食品の提供,学校薬剤師による小学生への薬学教育や大学・看
護学校への講師派遣
• 多職種と連携した医療への取り組みや離島や過疎地への薬局の開局
• 外来薬物治療に関わることでコンプライアンス・アドヒアランスを向上さ
せ、生活習慣病等の進展防止に寄与

従業員の活躍の推進→4（教育）5（ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ）8（経済活動と雇用）10（格差）
• 女性が活躍できる環境づくり…男女比(男性20：女性80),育児環境で勤務しやすい開局時間(6時間)の薬局の開局
• 育児休業・育児短時間勤務が取りやすい環境づくり…育児休業取得率100％
• 専門職としてのキャリア教育の充実…研修・勉強会開催日数81日(2019年度)
• 障がい者雇用の推進…障がい者雇用率2.32％(2020年6月)
環境への配慮→7（ｴﾈﾙｷﾞｰ）11（持続可能な都市、人間居住）12（持続化可能な生産と消費）13（気候変動）14（海洋）
• ティーサーバーのマドラーをプラスティック製から木製に、レジ袋をバイオマス25％に変更
• 薬局設備のバリアフリー化とLED照明への切替推進
• 「鞆・一口町方衆」応援プロジェクトへの支援

会社概要

売上高・薬局数の推移
19,745

商
住

号
所

株式会社ファーマシィ
広島県福山市沖野上町四丁目13番27号

代 表 者

代表取締役会長
代表取締役社長

設

1976年11月20日

立

武田
山中

宏
修

資 本 金

5,000万円

従 業 員

817名（2020年4月現在）

資
格
所 有 者

薬剤師412名、登録販売者40名
管理栄養士28名、介護支援専門員16名

売 上 高

21,215百万円（2020年3月期）

取引銀行

三菱UFJ、みずほ、商工中金、中国
山陰合同、広島

グループ会社
商

号

株式会社ファーマシィホールディングス

商

号

株式会社地域医療支援センター

12,734

13,829 14,572

62

2010

16,133 16,862

67

2011

73

2012

18,146

19,503 19,928

74

76

77

80

2013

2014

2015

2016

売上高（百万円）

21,215

87

89

92

2017

2018

2019

薬局数

全国（１２都府県）に９4薬局を展開[2020年7月現在]
広島 36薬局
岡山 13薬局
島根 13薬局
鳥取
3薬局

京都
大阪
奈良
和歌山

5薬局
10薬局
1薬局
1薬局

グループ会社
地域医療支援センター
島根 3薬局

香川
愛媛

3薬局
1薬局

東京

7薬局

沖縄

1薬局
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PHARMACY LIST
ファーマシィグル ープ 事 業 所 案 内（ 97 薬局）
・1事 業 所

本社（広島県福山市）

東京支店（東京都目黒区）

ﾌｧｰﾏｼｨ薬局国立前（広島県福山市） ﾌｧｰﾏｼｨ薬局出雲中央（島根県出雲市）ﾌｧｰﾏｼｨ薬局恵比寿中央（東京都目黒区） ﾌｧｰﾏｼｨ薬局アゼリア
（和歌山県和歌山市）

中 国エリア（ 6 5 薬局）
ファーマシィ薬局米子センター............... 鳥取県米子市上福原177-3
ファーマシィ薬局くるみ.......................... 鳥取県米子市道笑町4-122-10
ファーマシィ薬局西福原......................... 鳥取県米子市西福原4-9-50
ファーマシィ薬局松江センター................島根県松江市西津田8-8-8
ファーマシィ薬局浜田駅北.......................島根県浜田市浅井町867-3
ファーマシィ薬局きりん........................... 島根県出雲市国富町833-12
ファーマシィ薬局くにびき........................島根県出雲市今市町2078
ファーマシィ薬局まごころ........................島根県出雲市武志町733-4
ファーマシィ薬局すこやか........................島根県出雲市塩冶町1539-60
ファーマシィ薬局神前............................. 島根県出雲市塩冶神前2-1-25
ファーマシィ薬局花のさと....................... 島根県出雲市下古志町1125-3
ファーマシィ薬局出雲中央...................... 島根県出雲市姫原4-10-2
ファーマシィ出雲居宅介護支援事業所... 島根県出雲市姫原4-10-2 2F
ファーマシィ薬局新川..............................島根県出雲市斐川町直江3965-2
ファーマシィ薬局ひかわ.......................... 島根県出雲市斐川町直江4897-3
ファーマシィ薬局益田センター................島根県益田市乙吉町イ103-1
ファーマシィ薬局さかえ.......................... 島根県大田市仁摩町仁万562-1
ファーマシィ薬局岡山駅西口...................岡山県岡山市北区奉還町2-1-29 日笠ビル１F

ファーマシィ薬局オレンジ........................ 岡山県岡山市北区下中野718-109
ファーマシィ薬局藤原..............................岡山県岡山市中区藤原23-22
ファーマシィ薬局くらしき........................ 岡山県倉敷市田ノ上735-4
ファーマシィ薬局さにぃ........................... 岡山県倉敷市玉島黒崎3911-5
ファーマシィ薬局西大島.......................... 岡山県笠岡市西大島新田669
ファーマシィ薬局美の浜.......................... 岡山県笠岡市美の浜29-66
ファーマシィ薬局せと.............................. 岡山県笠岡市横島1944-1
ファーマシィ薬局西江原.......................... 岡山県井原市西江原町666-5
ファーマシィ薬局井原セントレ................. 岡山県井原市井原町543-9
ファーマシィ薬局たかや........................... 岡山県井原市高屋町247-1
ファーマシィ薬局よりしま........................岡山県浅口市寄島町7543-10
ファーマシィ薬局やかげ...........................岡山県小田郡矢掛町矢掛2685-1
ファーマシィ薬局広島タワービル.............広島県広島市南区松原町5-1 4F
ファーマシィ薬局宇品神田...................... 広島県広島市南区宇品神田1-4-3オオタビル１F
ファーマシィ薬局ふれあい.......................広島県尾道市栗原町8517-1
ファーマシィ薬局尾道..............................広島県尾道市西御所町6-27
ファーマシィ薬局病院前.......................... 広島県尾道市新高山3-1170-109
ファーマシィ薬局新高山.......................... 広島県尾道市新高山3-1170-247
ファーマシィ薬局あすなろ....................... 広島県尾道市御調町市106
ファーマシィ薬局南本庄.......................... 広島県福山市南本庄3-2-16
ファーマシィ薬局クレール....................... 広島県福山市御門町3-3-9
ファーマシィ薬局すみよし....................... 広島県福山市住吉町6-11
ファーマシィ薬局野上.............................. 広島県福山市野上町3-4-32
ファーマシィ薬局沖野上.......................... 広島県福山市沖野上町4-15-23
ファーマシィ薬局さんて........................... 広島県福山市沖野上町4-22-30
ファーマシィ薬局国立前.......................... 広島県福山市沖野上町4-23-27
ファーマシィ薬局みのみ.......................... 広島県福山市水呑町1957-2
ファーマシィ薬局たけがはな................... 広島県福山市水呑町3590-1
ファーマシィ薬局新徳田.......................... 広島県福山市神辺町新徳田3-542-2
ファーマシィ薬局神辺..............................広島県福山市神辺町新徳田3-546-2
ファーマシィ薬局加茂.............................. 広島県福山市加茂町上加茂392-1
ファーマシィ薬局春日在宅ケア................ 広島県福山市春日町2-3-3 1F
ファーマシィ薬局伊勢丘.......................... 広島県福山市伊勢丘6-1-25
ファーマシィ薬局だいもん.......................広島県福山市大門町3-19-16
ファーマシィ薬局あけぼの........................広島県福山市曙町3-20-21-1
ファーマシィ薬局新涯..............................広島県福山市新涯町1-5-40
ファーマシィ薬局南手城.......................... 広島県福山市南手城町2-12-18

ファーマシィ薬局松永ファミール............. 広島県福山市松永町4-1-4 駅前ロータリーマンション１F
ファーマシィ薬局今津..............................広島県福山市今津町2-2-10
ファーマシィ薬局みのり........................... 広島県福山市今津町2-3-9
ファーマシィ薬局府中.............................. 広島県府中市鵜飼町555-38
ファーマシィ薬局マロン........................... 広島県府中市栗柄町2203-1

ファーマシィ薬局三次............................. 広島県三次市十日市中2-13-1
ファーマシィ薬局三次センター............... 広島県三次市東酒屋町586-5
ファーマシィ薬局健美............................. 広島県三次市東酒屋町587-1 Ｋʼｚビル2Ｆ
ファーマシィ薬局こうぬ........................... 広島県三次市甲奴町本郷636-11
ファーマシィ薬局吉田中央...................... 広島県安芸高田市吉田町吉田3782-8
ファーマシィ薬局せら.............................. 広島県世羅郡世羅町本郷822-13

四 国エリア（ 4 薬局）
ファーマシィ薬局たかまつ........................香川県高松市観光町539-5
ファーマシィ薬局観音寺...........................香川県観音寺市植田町1008-1
ファーマシィ薬局観音寺第2....................香川県観音寺市植田町1930
ファーマシィ薬局今治............................. 愛媛県今治市喜田村7-2-42

関 西エリア（ 17 薬局）
ファーマシィ薬局鞍馬口......................... 京都府京都市北区小山下総町44-7 ルセロ鞍馬口1F
ファーマシィ薬局五条御前......................京都府京都市中京区壬生東高田町44-1
ファーマシィ薬局東山............................. 京都府京都市東山区泉涌寺雀ヶ森町13-14
ファーマシィ薬局もみじ.......................... 京都府京都市東山区泉涌寺雀ヶ森町13-16
ファーマシィ薬局ほんまち...................... 京都府京都市東山区本町14-260
ファーマシィ薬局天満橋......................... 大阪府大阪市北区同心1-8-32
ファーマシィ薬局南森町......................... 大阪府大阪市北区天満橋2-5-28 千代田第二ﾋﾞﾙ1F
ファーマシィ薬局とくい.......................... 大阪府大阪市中央区徳井町1-3-14 1F
本町薬局.............................................. 大阪府大阪市西成区梅南1-2-1 近大ビル1F
ファーマシィ薬局上本町駅前.................. 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町18-21上六ときビル1F
ファーマシィ薬局あい............................. 大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町2-61
ファーマシィ薬局ながの..........................大阪府河内長野市長野町7-7マイデンハイツ1F
ファーマシィ薬局こくぶ...........................大阪府柏原市旭ヶ丘3丁目1番68号
ファーマシィ薬局藤井寺駅前.................. 大阪府藤井寺市岡2-9-13
ファーマシィ薬局はーと.......................... 大阪府藤井寺市岡2-9-15
ファーマシィ薬局真美ケ丘...................... 奈良県香芝市真美ヶ丘1-14-5
ファーマシィ薬局アゼリア........................和歌山県和歌山市木ノ本103-3

関 東エリア（ 7 薬局）
ファーマシィ薬局目黒中央.....................東京都目黒区上目黒5-32-6 フローラルコート1F
ファーマシィ薬局恵比寿中央.................. 東京都目黒区三田1-11-29 T-2000ビル1F
ファーマシィ薬局恵比寿在宅ケア............ 東京都目黒区三田1-12-24 MT3ビル3F
ファーマシィ薬局砧世田谷通り............... 東京都世田谷区砧3-3-1 ハウスTK1F
大蔵調剤薬局.................................... 東京都世田谷区砧3-4-1
ファーマシィ薬局大蔵............................ 東京都世田谷区砧3-4-1
ファーマシィ薬局かさい中央...................東京都江戸川区東葛西6-27-11 アンダンテビル1F

沖 縄エリア（ 1薬局）
ファーマシィ薬局やえやま......................沖縄県石垣市真栄里587-1

グル ープ会 社

地 域 医 療 支 援 センター（ 3 薬局）

しまね薬局渡橋店............................... 島根県出雲市渡橋町1104
しまね薬局医大前店..........................島根県出雲市塩冶神前1-7-4
しまね薬局大田店..............................島根県大田市大田町吉永字柳ヶ坪1564-3
202007更新
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本 社
〒720-0825 広島県福山市沖野上町 4-13-27( 福山医療センター隣 )
TEL．084-931-0160 FAX．084-926-2376

東京オフィス
〒153-0062 東京都目黒区三田 1-12-24 MT3 ビル 3F
TEL．03-3794-6723 FAX．03-3794-6658

コーポレートサイト
https://www.pharmacy-net.co.jp/

リクルートサイト
https://www.pharmacy-recruit.com/

採用に関するお問い合わせ

■フリーダイヤル TEL．0120-314-868

■メールアドレス saiyou@pharmacy-net.co.jp

