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With the aim of pharmacy which is said to thank you････

「ありがとう」と言われる薬局を目指して。



「ありがとう」と言われる薬局を目指して。

［ 沿 革 ］

［ 概 要 ］

2005年2月
株式会社オーエス設立
2006年4月
オーエス安部山薬局を開局
2006年7月
オーエス湯川薬局を開局
2007年11月
オーエス高野薬局を開局
2008年9月
オーエス桜通薬局を開局
2009年10月
西町調剤薬局を譲受
2010年4月
オーエス中関薬局を開局
2010年4月
オーエス折尾薬局を開局
2011年4月
オーエス中井中央薬局を開局
2011年12月
オーエス清水薬局を開局
2011年12月
福岡県子育て応援宣言
企業・事務所として登録
2013年12月
オーエス砂津薬局を開局
2013年12月
オーエス千鳥薬局を開局
2014年4月
薬局ABCファーマシーを譲受
2014年7月
オーエス黄金町薬局を開局
2015年1月
オーエス福津薬局を開局
2015年10月
オーエス福間駅薬局を開局
2016年5月
安部山薬局・湯川薬局を統合し
オーエス城野薬局として
移転開局
2017年7月
株式会社OSAM分社化
2019年3月
オーエス福間駅薬局をオーエス
福津薬局に移転統合
2019年11月
オーエス令和薬局を開局

　私たちが目指すのは、患者様やお客様に「ありがとう」と言われるサービスです。

そして、社員同士が「ありがとう」と言い合える間柄です。

その為に、社員ひとりひとりが良い接遇を実践することを心掛けます。

良い接遇とは“相手を尊重する心”を持ち、それを“行動”で確実に実現することです。

全員が現場で良い接遇を実践し「ありがとう」が溢れるオーエス薬局を作ります。

近年の調剤薬局は､急速に様 な々機能を高め､ハイレベルな質を競う様になって参りました｡

その中で､弊社は当薬局の強みや弱み､特徴を考えて未来のあるべき姿に向けて､

専門的技術､知識及び資質の向上、さらには新しいサービスの創造による地域医療のインフラ作りを推進して参ります。

また､患者様を大切にし､一つでも多くの世のニーズに応え､やりがいを実感できる職場環境を作り続けることで

地域貢献、社会貢献ができ､世の中で必要とされる企業として存在できると考えています｡

患者様のQOL（生活の質）の向上を達成できるように､目標（健康）に向かって

一緒に歩んで行きたいと思っております｡

弊社は薬局事業を主体とした、
ライフマネージメント会社を目指します。

オーエス薬局グループは地域の皆様の
健康ライフをサポートする、
新しいノウハウ・インフラ・サービスを提供します。

株式会社オーエス
代表取締役 大迫 基弘
代表取締役社長　三浦 隆明

地域に根ざした良質な医療インフラの
構築を推進し、地域住民の健康で豊かな
生活をサポートいたします。

不動産開発事業
オーエス薬局グループの
根幹ともいえる事業。
医薬と人をつなげる架け橋と
なります。

薬局事業

小規模保育園の運営を通じて、
地域の皆さまが安心して働くことが
できる環境を提供いたします。

保育事業
 会社名
株式会社オーエス
 所在地
〒802-0014　
福岡県北九州市小倉北区砂津
2丁目1-38
 電話番号
093-513-7410
 FAX番号
093-513-7411
 代表者
代表取締役　　　大迫 基弘
代表取締役社長　三浦 隆明
 設立年月日
2005年2月8日
 資本金
30,000千円
 従業員数
125名
 主な業務内容
・薬局の経営
・保育事業の運営
・不動産の保有、売買、賃貸
及び管理業務



グループ店舗の
ご案内

福岡県／福津市・古賀市 山口県／防府市

福岡県／北九州市

■オーエス折尾薬局
北九州市八幡西区光明2丁目10-21 
TEL 093-693-5505
FAX 093-693-5506（処方せん受付）

■西町調剤薬局
北九州市八幡西区永犬丸南町1丁目11-12
TEL 093-612-2700
FAX 093-612-2701（処方せん受付）

■オーエス福津薬局
福岡県福津市日蒔野5丁目14-1
TEL 0940-35-9200
FAX 0940-35-9201（処方せん受付）

■オーエス千鳥薬局
福岡県古賀市千鳥6丁目11-1 
TEL 092-940-4480
FAX 092-940-4481（処方せん受付）

■オーエス中関薬局
山口県防府市田島587-6 
TEL 0835-28-7481 
FAX 0835-28-7482（処方せん受付）

■オーエス城野薬局
北九州市小倉北区片野新町3丁目1-1
TEL 093-932-7801
FAX 093-932-7802（処方せん受付）

オーエス薬局は福岡県と山口県に
店舗がございます。地域に密着した
店舗展開となっています。

■オーエス令和薬局
北九州市小倉北区東城野町8丁目31 
TEL 093-932-2870
FAX 093-932-2871（処方せん受付）

■オーエス砂津薬局
北九州市小倉北区砂津2丁目1-38 
TEL 093-512-8830
FAX 093-512-8831（処方せん受付）

■オーエス清水薬局
北九州市小倉北区清水2丁目11-14 
TEL 093-562-6720 
FAX 093-562-6721（処方せん受付）

■オーエス中井中央薬局
北九州市小倉北区中井2丁目11-10 
TEL 093-562-3535
FAX 093-562-3536（処方せん受付）

■オーエス桜通薬局 
北九州市小倉南区湯川5丁目5-1 
TEL 093-863-7405 
FAX 093-863-7406（処方せん受付）

■オーエス高野薬局

散薬調剤ロボット 水剤定量分注機

北九州市小倉南区高野1丁目12-18 
TEL 093-453-1901 
FAX 093-453-1902（処方せん受付）

■薬局ABCファーマシー
北九州市小倉南区沼本町4丁目2-23 
TEL 093-474-3400 
FAX 093-474-3401（処方せん受付）

　オーエス薬局は薬剤師の幅広い薬学知識の習得や良い接遇の実施に努めます。皆様一人一人

の「かかりつけ薬局」として、ICTを使った服薬情報の一元的・継続的な把握、医療費の適正化、他

職種との連携強化、在宅医療の充実を行い、また地域に暮らす皆様のセルフメディケーション（自主的

な健康の維持増進）を支援します。

患者様と同じ目線に立ち、
患者様のことを第一に考え、小さなことでも
期待に応えるよう、日々努めて参ります。

　ICTを利用し、薬の飲み合わせや重複の有無を確認するな
ど、服薬情報の一元的・継続的管理を行い、薬学的管理・指導
を実施します。また、薬剤師が薬を持って患者様のご自宅を訪問
し、薬の説明や服薬指導を行う在宅医療にも取り組んでいます。

■「かかりつけ薬局」機能の推進

　医療機関をはじめ介護・福祉関係者と連携し、処方せんの
疑義照会や処方提案、副作用や服薬状況のフィードバック、医療
情報の共有などを行います。

■他職種との連携強化

　スマートフォンに専用アプリをダウンロードして、カメラで処方
せんを撮影しメールを送信することで、薬を受け取る時間がわか
る薬局予約システムと、QRコードを読み取るだけで、薬の情報が
取り込める電子お薬手帳に対応しています。

■薬局予約システムと電子お薬手帳

　調剤の一部を最新の機器で機械化することで、薬剤師の負
担を軽減するとともに、患者様とのコミュニケーションの充実を
図ります。

■調剤の機械化

　上記機能に加え、セルフメディケーションを推進するため、健
康に関するご相談に対し、生活指導、一般医薬品（OTC）の紹
介、受診勧奨を的確に行います。

■「健康サポート薬局」体制の推進

　後発医薬品（ジェネリック医薬品）を積極的に提供し、患者様
の負担軽減、医療費削減を図ります。

■医療費の適正化

［薬 局 事 業］



　保育園では大切なお子様を長時間お預かりします。

保護者の皆さまが安心して働くことができるように、

お子様一人ひとりに寄り添った保育を心掛けています。

地域に根ざした良質な医療インフラの構築を推進し、
地域住民の健康で豊かな生活をサポートいたします。
　高齢化が進み、地域と医療が、街づくりが見直されてきました。オーエス薬局グループでは地域の皆様が安心して充実

した医療を受けられるよう、「地域医療による街づくり」を推進。医療施設を集積した医療モールの開発を進めています。

◎ お問合せ先／クールライン株式会社　☎ 092-474-1219

◎住所／北九州市小倉北区片野新町3-1-1
　　　　メディプラ城野3階
☎ 093-482-2065

◎ 住所／北九州市小倉北区片野新町3-1-1

◎ 住所／北九州市小倉北区東城野町8-31

■メディカルプレイス福津
　JR福間駅からシャトルバスで約4分、「イオンモール福津」にも

近く、横に国道3号線が通るなど、地域の動線上に立地。ドライブ

スルーを併設したオーエス福津薬局のほか、耳鼻咽喉科が入居。

敷地内には皮膚科、眼科、小児科が開院しており、将来的な人口

増に向けた医療モールづくりを目指しています。

◎ 住所／福岡県福津市日蒔野5-14-1

そよかぜ保育園

■メディプラ城野アネックス
　JR城野駅北口から徒歩3分、メディプラ城野と

同じく城野駅北土地区画整理事業地区に所在

し、北九州総合病院の正面玄関の対面に立地し

ています。建物1階はオーエス令和薬局（ドライブ

スルー併設）が2019年11月開局しました。2階に

はクリニック開業用のフロアーを用意しています。

■メディプラ城野
　JR城野駅、北九州総合病院とデッキ

で結ばれたロケーション。約300台の立

体駐車場を完備。オーエス城野薬局の

ほか、内科、眼科、整形外科、歯科医院

が入居。また、飲食店、子育て支援施

設、生活利便施設が入居しています。周

辺は高層マンション、戸建て住宅や公

園なども整備されています。 小規模保育園の運営を通じて、
地域の皆さまが安心して働くことが
できる環境を提供いたします。

［保育 事 業］

［不 動産 開 発 事 業］
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