㈱大信薬局

㈱大信薬局
◎本社

18 ◎横浜三ツ境店

〒８０２－００７２ 北九州市小倉北区東篠崎１－１１－５
Ｔｅｌ （０９３）９３１－７０８８
Ｆａｘ （０９３）９３１－７０８９

◎東京オフィス

〒１５０－００４１ 東京都渋谷区神南1-11-5-308

1 ◎黄金店

〒８０２－００７１ 北九州市小倉北区黄金町１－３－１８-１０１
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９３）９３１－０９７６
Mailｱﾄﾞﾚｽ kogane@taishinph.co.jp

2 ◎小倉井筒屋店

〒８０２－０００７ 北九州市小倉北区船場町１－１
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９３）５２２－２０２９
Mailｱﾄﾞﾚｽ izutsuya@taishinph.co.jp

3 ◎黒崎井筒屋

〒８０６－００２１ 北九州市八幡西区黒崎１－１－１ ６Ｆ
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９３）６２２－４１４７
Mailｱﾄﾞﾚｽ kurosaki@taishinph.co.jp

4 ◎タウン店

〒８１４－００３１ 福岡市早良区南庄６ー１０－２０
Ｔｅｌ （０９２）８２３－３８０８

Ｆａｘ （０９２）８４３－８３７３

Mailｱﾄﾞﾚｽ town2@taishinph.co.jp

5 ◎サニーサイドモール小倉店
〒８００－０２２１ 北九州市小倉南区下曽根新町１０番１号
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９３）９６７－２２２６

Mailｱﾄﾞﾚｽ sunny-side@taishinph.co.jp

6 ◎くすりのフタバ 下富野店

〒８０２－００２３ 北九州市小倉北区下富野４丁目１８－４３
Ｔｅｌ （０９３）５５１－３２０７
Ｆａｘ（０９３）５５１－３９２６
Mailｱﾄﾞﾚｽ shimotomino@taishinph.co.jp

7 ◎くすりのフタバ 徳力店

〒８０２－０９７４ 北九州市小倉南区徳力６丁目１０－１４
Ｔｅｌ （０９３）９６３－６００８
Ｆａｘ （０９３）９６３－６０９９
Mailｱﾄﾞﾚｽ tokuriki@taishinph.co.jp

8 ◎くすりのさかもと 星ヶ峯店

〒８９１－０１０２ 鹿児島市星ヶ峯4丁目1番1号ﾀｲﾖｰ星ヶ峯店内
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９９）２６４－２５９０
Mailｱﾄﾞﾚｽ hoshigamine@taishinph.co.jp

9 ◎くすりのさかもと サザウィン店

〒８９７－０００４ 南さつま市加世田内山田字藤中島243 ｻｻﾞｳｨﾝ内
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９９３）５３－５１５３
Mailｱﾄﾞﾚｽ sazawin@taishinph.co.jp

10 ◎くすりのさかもと 和田店

〒８９１－０１４３ 鹿児島市和田1丁目３番７号 ｻﾝｷｭｰ和田店内
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９９）２６０－３９５０
Mailｱﾄﾞﾚｽ wada@taishinph.co.jp

11 ◎くすりのさかもと Ａコープ桜ヶ丘店

〒８９１－０１７５ 鹿児島市桜ヶ丘4丁目1番13号 Ａｺｰﾌﾟ桜ヶ丘店内
Ｔｅｌ （０９９）２６５－０１７０
Ｆａｘ （０９９）２９９－０２２０
Mailｱﾄﾞﾚｽ sakuragaoka@taishinph.co.jp

12 ◎くすりのさかもと 国分店

〒８９９－４３４６ 霧島市国分府中町１番53-1
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９９５）６４－０４０６
Mailｱﾄﾞﾚｽ kokubu@taishinph.co.jp

13 ◎くすりのさかもと 指宿店

〒８９１－０３１１ 指宿市西方1474番地 サンキュー北指宿店内
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９９３）２５－２６２７
Mailｱﾄﾞﾚｽ ibusuki@taishinph.co.jp

1 ◎沼店

〒８００－０２０６ 北九州市小倉南区葛原東３－１４－７
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９３）４７３－２８８０
Mailｱﾄﾞﾚｽ numa@taishinph.co.jp

2 ◎京町店

〒８０２－０００２ 北九州市小倉北区京町１－２－２４
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９３）５３３－６５５１
Mailｱﾄﾞﾚｽ kyomachi@taishinph.co.jp

3 ◎足原店

〒８０２－００４３ 北九州市小倉北区足原２－３－３２サンライズ足原１F北側
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９３）９５１－１２７８
Mailｱﾄﾞﾚｽ ashihara@taishinph.co.jp

4 ◎黒住店

〒８０２－００５６ 北九州市小倉北区黒住２４－９
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９３）９２２－４７５５
Mailｱﾄﾞﾚｽ kurozumi@taishinph.co.jp

5 ◎則松店

〒８０７－０８３１ 北九州市八幡西区則松１－６－２４－５
Ｔｅｌ （０９３）６９２－９１９０
Ｆａｘ （０９３）８８３－６３２２
Mailｱﾄﾞﾚｽ norimatsu@taishinph.co.jp

6 ◎若園店

〒８０２－０８１６ 北九州市小倉南区若園３－１－２９
Ｔｅｌ （０９３）９３１－７４１１
Ｆａｘ （０９３）９５３－６３３８
Mailｱﾄﾞﾚｽ wakazono@taishinph.co.jp

7 ◎徳力新町店

〒８０２－０９７９ 北九州市小倉南区徳力新町２－１７－２２
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９３）９６２－８８１２
Mailｱﾄﾞﾚｽ shinmachi@taishinph.co.jp

8 ◎千代店

〒８０７－１１１２ 北九州市八幡西区千代１－７－３ ２Ｆ
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９３）８６３－６３１０
Mailｱﾄﾞﾚｽ chiyo@taishinph.co.jp

9 ◎タウン調剤
〒８１４－００３１ 福岡市早良区南庄６ー１０－２０
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９２）８４３－８３７３
Mailｱﾄﾞﾚｽ town1@taishinph.co.jp

10 ◎永犬丸店
〒８０７-０８４２ 北九州市八幡西区永犬丸東町３－４１-２
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９３）８８３－８８４１
Mailｱﾄﾞﾚｽ einomaru@taishinph.co.jp

11 ◎徳山店
〒７４５-００５６ 周南市新宿通1丁目17番
Ｔｅｌ （０８３４）３４－８９５０
Ｆax （０８３４）３４－８９５２
Mailｱﾄﾞﾚｽ tokuyama@taishinph.co.jp

12 ◎モナトリエ旦過店
〒８０２-０００６ 北九州市小倉北区魚町4丁目3番8号
Ｔｅｌ・Fax(０９３)５１３－２１２２
Mailｱﾄﾞﾚｽ tanga@taishinph.co.jp

13 ◎直方駅前店
〒８２２-００２４ 直方市須崎町3-37 竹田ﾋﾞﾙ1階
Ｔｅｌ （０９４９）-２５-７０７０
Ｆax （０９４９）-２５-７０７７
Mailｱﾄﾞﾚｽ nogata@taishinph.co.jp

14 ◎さかもと薬局 Ａコープ桜ヶ丘店
〒８９１－０１７５ 鹿児島市桜ヶ丘4丁目1番13号 Ａｺｰﾌﾟ桜ヶ丘店内
Ｔｅｌ （０９９）２６５－０１７０
Ｆａｘ （０９９）２６４－２９３０
Mailｱﾄﾞﾚｽ sakuragaoka@taishinph.co.jp

15 ◎東門司店
〒８０１－０８７３ 北九州市門司区東門司1丁目１９－７－３
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９３）３４２－８３０９
Mailｱﾄﾞﾚｽ higashimoji@taishinph.co.jp

16 ◎いずみ野店
〒２４５－００１６ 横浜市泉区和泉町５７３５－１４
Ｔｅｌ （０４５）８０４－３１７８
Ｆａｘ （０４５）８２７－３２９１
Mailｱﾄﾞﾚｽ izumino@taishinph.co.jp

17 ◎陣原駅前店
〒８０７－０８２１ 北九州市八幡西区陣原３丁目２３－９
Ｔｅｌ （０９３）６４５－３０１０
Ｆａｘ （０９３）６４５－３０１１
Mailｱﾄﾞﾚｽ jinnoharu@taishinph.co.jp

〒２４６－００２２ 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境６－２
Ｔｅｌ （０４５）４４２－３８５５
Ｆａｘ （０４５）４４２－３８５９
Mailｱﾄﾞﾚｽ mitsukyou@taishinph.co.jp

19 ◎八街店

〒２８９－１１１５ 千葉県八街市八街ほ２３４－２３
Ｔｅｌ （０４３）４４２－５０００
Ｆａｘ （０４３）３１０－７７１０
Mailｱﾄﾞﾚｽ ｙachimata@taishinph.co.jp

20 ◎魚町店

〒８０２－０００６ 北九州市小倉北区魚町１丁目３番1号 松田ビル地下1階
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９３）９６７－１１４８
Mailｱﾄﾞﾚｽ uomachi@taishinph.co.jp

21 ◎春の町店

〒８０５－００５０ 北九州市八幡東区春の町５丁目９番３４号
Ｔｅｌ （０９３）６１６－０３３８
Ｆａｘ （０９３）６１６－０３３９
Mailｱﾄﾞﾚｽ harunomachi@taishinph.co.jp

22 ◎足立店

〒８０２－００４２ 北九州市小倉北区足立３丁目３番１７号
Ｔｅｌ （０９３）９２２－２５００
Ｆａｘ （０９３）３８３－８２０５
Mailｱﾄﾞﾚｽ adachi@taishinph.co.jp

23 ◎ たまプラーザ店

〒２２５-０００２ 横浜市青葉区美しが丘２丁目１７-２
Ｔｅｌ （０４５）９０５-２５５０
Ｆａｘ （０４５）９０５-２５５１
Mailｱﾄﾞﾚｽ tamaplaza@taishinph.co.jp

24 ◎綱島店

〒２２３-００５２ 横浜市港北区綱島東1丁目１０-７
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０４５）５４２-８３０１
Mailｱﾄﾞﾚｽ tsunashima@taishinph.co.jp

25 ◎こどもの国店

〒２２７-００３８ 横浜市青葉区奈良５丁目１-１０
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０４５）９６１-１７７７
Mailｱﾄﾞﾚｽ kodomonokuni@taishinph.co.jp

26 ◎寒川店

〒２５３-０１１１ 神奈川県高座郡寒川町一之宮１丁目３-４
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０４６７）７３-０４７６
Mailｱﾄﾞﾚｽ samukawa@taishinph.co.jp

27 ◎ 大野原店

〒３６８-０００５ 埼玉県秩父市大野原４２９番３号
Ｔｅｌ (０４９４)２６－７２７５
Ｆａｘ (０４９４)２６－７２７６
Mailｱﾄﾞﾚｽ ohnohara@taishinph.co.jp

28 ◎ 西若園店

〒８０２-０８１６ 北九州市小倉南区若園１丁目１-２９
Ｔｅｌ （０９３）９５３－７６３１
Ｆａｘ （０９３）９５３－７６４１
Mailｱﾄﾞﾚｽ nishiwakazono@taishinph.co.jp

29 ◎ 平田店

〒８６０-０８２６ 熊本市南区平田１丁目１２-３
Ｔｅｌ （０９６）３２５-２６２２
Ｆａｘ （０９６）３２５-２６２３
Mailｱﾄﾞﾚｽ hirata@taishinph.co.jp

30 ◎ 南幸町店

〒２１２-００１６ 神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目２１番
Ｔｅｌ （０４４）５８９-３３８０
Ｆａｘ （０４４）５８９-３３８１
Mailｱﾄﾞﾚｽ minamisaiwai@taishinph.co.jp

31 ◎ 行橋駅前店

〒８２４-００３１ 行橋市西宮市２丁目１番３７号
Ｔｅｌ （０９３０）２８-８１９９
Ｆａｘ （０９３０）２８-８１２５
Mailｱﾄﾞﾚｽ yukuhashiekimae@taishinph.co.jp

32 ◎ 山寺店

〒８０６-００３０ 北九州市八幡西区山寺町１１番７号
Ｔｅｌ （０９３）８８３-７７３１
Ｆａｘ （０９３）８８３-７５５８
Mailｱﾄﾞﾚｽ yamadera@taishinph.co.jp

33 ◎ 笹野台店

〒241－0816 神奈川県横浜市旭区笹野台１丁目20番10号
Ｔｅｌ （０４５）３９１-６０６７
Ｆａｘ （０４５）３９１-６０９０
Mailｱﾄﾞﾚｽ sasanodai@taishinph.co.jp

34 ◎ たもん薬局

〒822－0026 福岡県直方市津田町11―21
Ｔｅｌ （０９４９）５２-８３３８
Ｆａｘ （０９４９）５２-８３８０
Mailｱﾄﾞﾚｽ tｓudamachi@taishinph.co.jp

35 ◎ 中井店

〒８０３－０８６３ 北九州市小倉北区中井４丁目７-７２
Ｔｅｌ （０９３）５８３－８１０１
Ｆａｘ （０９３）５８３-８１０２
Mailｱﾄﾞﾚｽ nakai@taishinph.co.jp

36 ◎ 八幡東店

〒８０５-００５０ 北九州市八幡東区春の町２丁目３－１６
Ｔｅｌ （０９３）６８１－６３４６
Ｆａｘ （０９３）６８１－６６３４
Mailｱﾄﾞﾚｽ harunomachi2@taishinph.co.jp

37 ◎ 篠崎店

〒８０３－０８６１ 北九州市小倉北区篠崎３丁目９－７
Ｔｅｌ （０９３）５９２－５７００
Ｆａｘ （０９３）９５３-６０２５
Mailｱﾄﾞﾚｽ shinozaki@taishinph.co.jp

38 ◎ 遠賀店

〒８１１－４３０５ 遠賀郡遠賀町松の本２丁目１９－２５
Ｔｅｌ （０９３）７０１－６０３３
Ｆａｘ （０９３）７０１-６０３４
Mailｱﾄﾞﾚｽ ｏｎｇａ@taishinph.co.jp

39 ◎ 五条店

〒８１８－０１２５ 福岡県太宰府市五条２丁目２３－２
Ｔｅｌ （０９２）４０８－２２６２
Ｆａｘ （０９２）４０８－２２６１
Mailｱﾄﾞﾚｽ gojoh@taishinph.co.jp

40 ◎ 豊島園店

〒１７６－０００１ 東京都練馬区練馬４丁目１４-１６
Ｔｅｌ （０３）６９１４－７７１３
Ｆａｘ （０３）６９１４－７７１９
Mailｱﾄﾞﾚｽ toshimaen@taishinph.co.jp

41 ◎ 元加治店
〒３５７－００２３ 埼玉県飯能市大字岩沢２７１－１
Ｔｅｌ （０４２）９７８－８５５０
Ｆａｘ （０４２）９７８－８５５２
Mailｱﾄﾞﾚｽ motokaji@taishinph.co.jp

42 ◎ メディック店
〒８０６－００２１ 北九州市八幡西区黒崎１丁目５－７ １F
Ｔｅｌ （０９３）６４５－１１４０
Ｆａｘ （０９３）６４５－００２５
Mailｱﾄﾞﾚｽ medic@taishinph.co.jp

43 ◎ 自由が丘店
〒８１１－４１６３ 宗像市自由ヶ丘３丁目３－９
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９４０）３５－３８１５
Mailｱﾄﾞﾚｽ jiyugaoka@taishinph.co.jp

44 ◎ 狭山店
〒３５０-１３０６ 埼玉県狭山市富士見１丁目１９-１９ 2Ｆ
Ｔｅｌ （０４）２９４１－４７８１
Ｆａｘ （０４）２９４１－４７８４
Mailｱﾄﾞﾚｽ sayama@taishinph.co.jp

45 ◎ スカイ薬局
〒２１１-００６８ 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町2-82-1
Ｔｅｌ （０４４）７３９-８０９２
Ｆａｘ （０４４）７３９-８０９３
Mailｱﾄﾞﾚｽ kosugi@taishinph.co.jp

46 ◎ 田之上調剤薬局
〒８９０-００６５ 鹿児島県鹿児島市郡元3-14-12
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９９）２５７-１１７６
Mailｱﾄﾞﾚｽ korimoto@taishinph.co.jp

47 ◎ 龍徳店
〒８２３-０００１ 福岡県宮若市龍徳1106-20
Ｔｅｌ （０９４９）５２-７８８１
Ｆａｘ （０９４９）５２-７８８２
Mailｱﾄﾞﾚｽ ryutoku@taishinph.co.jp

48 ◎ 城野店
〒８０２-０８０２ 北九州市小倉南区城野1-15-46
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９３）９３１-６６８７
Mailｱﾄﾞﾚｽ johno@taishinph.co.jp

49 ◎ 高階店
〒３５０-１１３７ 埼玉県川越市砂新田４丁目1番地23
Ｔｅｌ・049-293-5381
Fax・049-293-5382
Mailｱﾄﾞﾚｽ takashina@taishinph.co.jp

50 ◎ かりん薬局

〒２５２－１１０６ 神奈川県綾瀬市深谷南1-5-5
Ｔｅｌ （０４６７）７９-３３４７
Ｆａｘ （０４６７）７９-３７２０
Mailｱﾄﾞﾚｽ ayase@taishinph.co.jp

51 ◎ 若園調剤薬局

〒８０２－０８１６ 北九州市小倉南区若園４丁目14番14号
Ｔｅｌ (０９３)９６３－７３３７
Ｆａｘ (０９３)９６３－７６１１
Mailｱﾄﾞﾚ wakazono4@taishinph.co.jp

52 ◎ 湯川店

〒８００－０２５７ 北九州市小倉南区湯川1丁目1-16
Ｔｅｌ （０９３）９２２－５６８６
Ｆａｘ （０９３）９２２－５９８９
Mailｱﾄﾞﾚｽ yugawa@taishinph.co.jp

53 ◎ おおの薬局

〒８４９-２３０４ 佐賀県武雄市山内町大野6575-10
Ｔｅｌ （０９５４）４５-０７７０
Ｆａｘ （０９５４）４５-０７７１
Mailｱﾄﾞﾚｽ ohno@taishinph.co.jp

54 ◎ ファーマ春日調剤薬局

〒８１６-０８６４ 春日市須玖北４-３４
Ｔｅｌ （０９２）６８７-５４００
Ｆａｘ （０９２）５８９-００３０
Mailｱﾄﾞﾚｽ kasuga@taishinph.co.jp

55 ◎ 錦ヶ丘調剤薬局

〒８６２-０９１０ 熊本市東区健軍本町1-6
Ｔｅｌ （０９６）３７４-８６１０
Ｆａｘ （０９６）３７４-８６１１
Mailｱﾄﾞﾚｽ nishikigaoka@taishinph.co.jp

56 ◎ 喜沢店

〒３３５-００１２ 埼玉県戸田市中町1-17-7 リベラルⅡ 1Ｆ
Ｔｅｌ （０４８）２９９-８１１５
Ｆａｘ （０４８）２９９-８１３５
Mailｱﾄﾞﾚｽ kizawa@taishinph.co.jp

57 ◎ 上川内店

〒８９５-００６１ 鹿児島県薩摩川内市御陵下町３１４４-１
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９９６）４１-５０１８
Mailｱﾄﾞﾚｽ kamisendai@taishinph.co.jp

1 ◎ 久山店

〒８１１－２５０１ 福岡県糟屋郡久山町久原３２５９-３
Ｔｅｌ （０９２）９７６－６０１７
Ｆａｘ （０９２）９７６-６０１８
Mailｱﾄﾞﾚｽ hisayama@taishinph.co.jp

2 ◎ 空港店

〒８１２－０８９２ 福岡県福岡市博多区東那珂2丁目31-1
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９２）475－5115
Mailｱﾄﾞﾚｽ kukou@taishinph.co.jp

3 ◎ 有田店

〒８４４－００１４ 佐賀県西松浦郡有田町戸矢乙３４０－２８
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９５５）４３－２０３０

Mailｱﾄﾞﾚｽ arita@taishinph.co.jp

4 ◎ 熊本店

〒８６９－０５１１ 熊本県宇城市松橋町曲野152
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９６４）２７－５１７７

Mailｱﾄﾞﾚｽ kumamoto@taishinph.co.jp

5 ◎ 宮古島店

〒９０６－００１２ 沖縄県宮古島市平良字西里４７０番
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９８０）７２－０００３

Mailｱﾄﾞﾚｽ miyakojima@taishinph.co.jp

6 ◎ 沖縄店

〒９０１－０３０６ 沖縄県糸満市西崎町５-１１-２
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９８）９９２－０３０７

Mailｱﾄﾞﾚｽ okinawa@taishinph.co.jp

7 ◎ 那覇店

〒９００－００３６ 沖縄県那覇市西3丁目5番1号
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９８）９４３－５１４７

Mailｱﾄﾞﾚｽ naha@taishinph.co.jp

8 ◎ 京都店

〒６０６-８３４１ 京都府京都市左京区岡崎西天王町97-2 時代祭り館2階
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０７５）７４６－５４００

Mailｱﾄﾞﾚｽ kyoto@taishinph.co.jp

9 ◎ 鹿児島店

〒８９１-０１２２ 鹿児島市南栄6丁目2-6
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９９）８１３－８８７３

Mailｱﾄﾞﾚｽ kagoshima@taishinph.co.jp

10 ◎ ｵｰｼｬﾝﾌﾟﾗｻﾞ宮古島店

〒９０６-００１５ 沖縄県宮古島市平良久貝664-1
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９８０ ）７９ －９００３

Mailｱﾄﾞﾚｽ miyakoocean@taishinph.co.jp

11 ◎ 太宰府店

〒８１８-００５９ 筑紫野市塔原東５丁目１１番５号
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９２ ）７１０ －１８８８

Mailｱﾄﾞﾚｽ dazaifu@taishinph.co.jp

12 ◎ 御殿場店

〒４１２-００２７ 静岡県御殿場市西田中６０８-４
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０５５０）７８ －６８５５

Mailｱﾄﾞﾚｽ gotenba@taishinph.co.jp

13 ◎ 石垣店

〒９０７-００２２ 沖縄県石垣市字大川988
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９８０）８７ －５４３３

Mailｱﾄﾞﾚｽ ishigaki@taishinph.co.jp

14 ◎ 富士急ハイランド店

〒４０３-００１７ 山梨県富士吉田市新西原５丁目6番地1号
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （0555）25-6310
（富士急ハイランド内）
Mailｱﾄﾞﾚｽ fujiq@taishinph.co.jp

15 ◎ ドラッグ シートレビアン
〒８０１-０８０２ 北九州市門司区白野江546-1 2F
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９３）３４２-８２９５
Mailｱﾄﾞﾚｽ sea-tb@taishinph.co.jp

1 ◎大信整骨院 西宮市店
〒８２４-００３１ 行橋市西宮市1-12-13
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９３０）２８－８０２５
Mailｱﾄﾞﾚｽ nishimiyaichi@taishinph.co.jp

2 ◎大信整骨院 魚町銀天街店
〒８０２-０００６ 北九州市小倉北区魚町１丁目３番1号 松田ビル地下1階
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９３）９６７－１１４９
Mailｱﾄﾞﾚｽ gintengai@taishinph.co.jp

3 ◎たいしん整骨院 黄金商店街店
〒８０２-００７１ 北九州市小倉北区黄金町１－３－１８-１０２
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９３）３８３－７３３６
Mailｱﾄﾞﾚｽ kogane-s@taishinph.co.jp

1 ◎デイサービスたいしん須崎店
〒８２２-００２４ 直方市須崎町3－37 竹田ビル1階
Ｔｅｌ・Ｆａｘ （０９４９）２５－８５５５
Mailｱﾄﾞﾚｽ suzaki@taishinph.co.jp

2 ◎かていな永満寺
〒８２２-０００５ 直方市永満寺２０５８-１
Ｔｅｌ （０９４９）２５－８０２２
Ｆａｘ （０９４９）２５－８０３３
Mailｱﾄﾞﾚｽ kateina@taishinph.co.jp

3 ◎かていな赤坂
〒８０２-００３２ 北九州市小倉北区赤坂１－２－３２
Ｔｅｌ （093）533－2025
Ｆａｘ （093）533－2064
Mailｱﾄﾞﾚｽ akasaka@taishinph.co.jp

フランチャイズ
1 ◎くすりのフタバ 戸畑天籟寺店
〒８０４－００４２ 北九州市戸畑区夜宮２丁目９－３０
Ｔｅｌ （０９３）８８２－１００２
FAX（０９３）８８２－１０１２
Mailｱﾄﾞﾚｽ wakamatsu@drug-futaba.co.jp

