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外房薬剤師会
所在地
茂原市高師189-7 　【エリアマップ1図E-1】
☎44-5620　FAX 26-2735
E-Mail
mobara-chousei-yakuzaisikai＠coral.plala.or.jp
URL
http://www.chou-yaku.com/

 ◆ 茂原市内薬局薬店等（一般財団法人 外房薬剤師会）一覧（50音順）
店名 電話番号 住所 地図座標

1 あさひ薬局 20-2761 東郷2000 2 図D-3

2 イオン薬局　茂原店 24-6471 六ツ野
2799-4 4 図B-2

3 市原薬局 22-2254 町保7 4 図B-1

4 市原薬局　東部台店 25-5155 東部台3-26-1 11 図C-4

5 市原薬局　萩原店 25-5166 萩原3-84 9 図A-5

6 市原薬局　富士見店 27-1600 東郷1690-9 2 図E-2

7 和代薬局 20-1081 緑ケ丘4-2-5 10 図B-1

8 クオール薬局　
東部台店 25-4197 東部台

2-21-21 11 図C-4

9 クオール薬局
茂原駅前店 20-3551 町保3-273 4 図B-1

10 薫風薬局 26-1188 上茂原388-14 10図C-3

11 KM薬局 26-1926 高師町2-8 4図A-1

12 KM薬局　駅前店 26-2620 千代田町2-6-1 4 図B-2

13 白井薬局　新茂原店 26-3331 小林2636-2 8 図E-4

14 白井薬局　本納店 34-3325 法目767-3 6 図B-5

15 鈴木薬局 22-2818 町保35 2 図B-4

16 すずらん薬局  茂原店 24-4300 八千代1-4-3 4 図A-3

17 大洋薬局　高師店 20-3051 高師町1-3-4 4 図A-1

18 大洋薬局　茂原店 27-7181 長尾2591 9 図A-4

19 タカダ薬局　千町店 44-7089 千町1870-1 9 図D-5

20 たちばな薬局 34-1581 本納1888-3 6 図A-3

21 ツルハドラッグ 茂原店 20-0250 六ツ野3870 11 図C-3

22 土橋薬局 24-2250 八千代1-18 3 図E-3

23 ドラッグストアー三徳 23-1701 中の島町887 13 図B-1

24 長生薬局 34-2911 本納1771 6 図A-5

25 長生薬局　小林店 27-3800 小林2419-6 8 図E-5

26 長生薬局　高師店 47-2581 高師189-7 1 図E-1

27 のぐち薬局 27-1172 木崎321-4 11 図B-3

28 日の出薬局 26-8755 高師888 3 図E-1

29 ひまわり薬局 高師店 27-4877 高師台2-6-1 1 図C-2

30 ファーマみらい
茂原店 36-2251 大芝599-1 11 図B-5

31 深谷薬局 23-2572 早野2460 4 図A-5

32 ベル薬局　茂原店 20-2357 早野463-1 3 図A-5

33 星野薬舗 22-2650 茂原158 3 図D-2

34 本納薬局 34-2780 本納2782 6図A-5

35 まきの木薬局 26-3506 六ツ野1838 11図C-1

店名 電話番号 住所 地図座標

36 マリン調剤薬局 22-1511 茂原645-8 4 図B-3

37 マルモ薬局 23-6290 早野492-2 3 図A-5

38 マル薬局 26-1577 高師1-6 1 図D-3

39 みずほ薬局　茂原店 23-7788 千代田町1-9-1 4 図B-2

40 みどりヶ丘薬局 23-2367 緑ケ丘4-2-6 10 図B-1

41 明生堂薬局 26-1390 中禅寺868-2 12 図C-1

42 茂原セントラル薬局 27-7700 道表2-1 1 図B-5

43 茂原薬局 22-3763 千代田町
2-1-3 4 図B-2

44 薬局タカサ　
茂原駅前店 20-1000

千代田町
1-3-12
ＷＡＤＡビル1

4 図B-2

45 薬局メディクス 20-4811 高師2167-1 1 図D-1

46 ヤックスドラッグ　
上茂原薬局 20-1887 上茂原388-4 10 図C-3

47 ヤックスドヤッグ　
茂原高師薬局 36-7731 高師町

2-13-2 2 図A-5

48 ヤックスドラッグ　
茂原谷本薬局 27-1301 谷本1810-1 9 図C-5

49 山本薬局 34-2041 本納2851 6 図A-5

50 友愛薬局　茂原店 26-1910 茂原147 3図D-2

卸業者

51 アルフレッサ（株）
茂原支店 25-2511 早野1135-3 10 図E-5

52 岩渕薬品（株）
茂原営業所 25-7811 三ケ谷

1338-1 13 図B-2

53 （株）京葉東和 47-4700 本納2642 9 図A-1

54 （株）メディセオ
茂原支店 25-2233 茂原858-1 4 図A-3

55 東邦薬品（株）
茂原営業所 24-9311 小林

1978-39 10 図E-1

56 森久保薬品（株） 24-1613 中の島町348 11図B-5
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案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2018年10月10日

もばら生活ガイドブック2018
8FK142H0B
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036

市原薬局 御中

薬局 エリアマップ4図 B‐1

お薬のことなら気軽にご相談ください

市原薬局
●どの医療機関の処方箋も受け付けます。
●一般用医薬品販売
●保険調剤

■茂原市町保７
■TEL:0475-22-2254 ■FAX:0475-22-7054
■営業時間／9:00～18:30
■定休日／日曜・祝日

あり

043－261－7714
もばら生活ガイドブック2018

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2018年10月10日

もばら生活ガイドブック2018
8FK142H0B
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長生薬局 御中

薬局 エリアマップ1図 E‐1

健康で長生きできる地域医療を目指します

長生薬局
◇どの医療機関の処方箋も受付いたします。
◇ジェネリック医薬品も取扱っています。

【高師店】茂原市高師189－7 TEL0475-47-2581 休/木曜、日曜、祝日
【本納店】茂原市本納1771 TEL0475-34-2911 休/土曜、日曜、祝日
【小林店】茂原市小林2419―6 TEL0475-27-3800 休/木曜、日曜、祝日
☆地図座標/高師店1-E-1/本納店6-A-5/小林店8-E-5

あり

043－261－7714
もばら生活ガイドブック2018

■画像著作権：確認済

医療

　薬を扱うお店には、薬局、ドラッグストアなど
さまざまな名称がありますが、なかでも処方箋
に基づいて調剤できるのは薬局だけで、名称に
は必ず「薬局」の文字が使われています。利用
する薬局は自分で自由に選べますが、「かかりつ
け薬局」を決めておくとよいでしょう。薬局では、
患者さんごとに「薬歴簿」を作成し、これまでの
服用薬をはじめ、アレルギーや副作用の有無な
どさまざまな情報を記録しているので、かかりつ
け薬局を1つに決めておけば、ほかの医療機関で
出された処方薬はもちろん市販薬との飲み合わ
せなどのチェックも簡単にできます。
　かかりつけ薬局を選ぶ目安は、まず自宅や職
場の近くなど普段の生活で利用しやすい場所で
あること。処方箋調剤だけでなく市販薬なども
扱っている薬局がよいでしょう。また、信頼でき
る薬剤師がいるかも大切なポイントです。薬のこ
とだけでなく健康や介護のことも相談できる「か
かりつけ薬剤師」として活用しましょう。 参考／公益社団法人　日本薬剤師会ホームページ（http://www.nichiyaku.or.jp/kakaritsuke/）

薬局と上手につきあう！

かかりつけ薬局を持とう
かかりつけ薬局を持つ３つのメリット

　「お薬手帳」は「かかりつけ薬局」の薬
剤師に相談すれば、基本的に無料でもらえ
ます。近年はスマートフォンを使った電子
版「お薬手帳」も、アプリをダウンロード
することで紙のものと同様に利用できます。

こちら
も

チェッ
ク！ 病院と薬局の架け橋「お薬手帳」を持とう

専門家が身近にいるから安全・安心に薬を使用できる
�使用する薬を1つの薬局で管理することで、薬の重複や飲み合わせを確
認できます。複数医療機関での受診や市販薬との併用も安心です。
休日・夜間でも相談可。在宅医療もサポート
�休日や夜間など開局時間外でも、薬に関する相談に応じてくれます。在
宅療養中の方の家に伺い、薬の説明や残薬の確認も行います。
医療チームのサポートを受けられる
�必要に応じて医師への問い合わせや提案を行います。薬を渡した後も患
者さんを見守り、処方医や医療機関と連携してサポートします。

1

2

3

　他の病院・診療所・歯科医院にかかった
ときに「お薬手帳」を医師、歯科医師に見
せることで薬の重複などを避けることがで
きます。

どこでもらえるの？ メリットは？
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