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はなこどもクリニック

私たちは地域の皆様が
健康で快適な生活を送れるよう、
最も身近な存在としてお手伝いが
出来る薬局を目指しています。

〇 ひとりひとりの患者様のご要望に誠意を持って対応する。

〇 患者様が安心してお薬を服用していただけるよう、

 　正確な調剤、わかりやすい説明を心がける。

〇 地域の皆様が健康で快適な生活を送るためにどうすればいいかを

 　常に追求しながら薬局の業務を行っていく。

企 業 理 念
The best pharmacies in town

「真心と信頼」をモットーに、
人にやさしい人間味あふれる薬局であり続けます。

きたぞの薬局は
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　きたぞの薬局は岡山県津山市で最も歴史のある老舗薬局の一つ
です。古くから「真心と信頼」をモットーに、親切できめ細かな服薬
指導、薬歴管理に注力し医療機関としての責務を果たすべく日々
努力してまいりました。結果、地域の皆様からはもちろん、医薬品
業界からも厚い信頼が寄せられていると自負しております。
　さて、薬局業界も大きな転換期を迎え新たな時代へと進んで
いきます。きたぞの薬局も伝統と歴史を大切にしながら新しい
ことへ挑戦し続けなければなりません。そのためには新しい力、
視点が必要不可欠です。新たな可能性へ挑戦したい方、探求心、
向上心をお持ちの方心から歓迎いたします。

松永 直樹代表取締役

代表挨拶

屋　　　号
本店所在地
代　　　表
事 業 内 容
資　本　金
売　上　高
社　員　数
店　舗　数

福 利 厚 生

きたぞの薬局
岡山県津山市北園町23-13
代表取締役　松永　直樹（薬剤師）
保険調剤、医薬品・医薬部外品・化粧品・健康食品等の販売
1,300万円
20億円
約60名
岡山市　1店舗、　津山市　5店舗
Ｓ33年　創業者 松永 五美が，岡山県津山市伏見町12に津山薬品㈱を設立
Ｓ50年　㈱北園調剤薬局（現在の本店）を開局
Ｓ55年　山北店を開局
Ｈ 4 年　川崎店を開局
Ｈ 6 年　岡大前店を開局
Ｈ17年　津山第一病院前店を開局
Ｈ28年　東一宮店を開局
育児休暇、有給休暇、各種保険、リゾートホテル“エクシブ”法人契約、スポーツクラブ法人契約、その他

株式会社 北園調剤薬局　会社概要

各種調剤機器を各店に導入し、迅速正確に調剤できるように
心がけております。各種調剤機器

きたぞの薬局で薬剤師として働くようになって５年が過ぎ、その間、結婚、
出産を経験しました。
きたぞの薬局では、育休、産休制度はもちろん子育て期間の時間短縮制度
が利用できたり、子供の看病、行事のための有給休暇が取りやすいので、正
社員として働きながら主婦や母親としての時間も大切にできます。
育休後仕事に復帰する事を不安に思う方もいるかもしれませんが、復帰
後、勉強会や日々の業務の中で疑問点を解決し仕事のブランクを埋めてい
けます。
子供がいる薬剤師も多く、いつでも子育ての相談ができアドバイスをもら
える事も助かります。
このような恵まれた環境にいることは心にゆとりができ、個人のスキル
アップが図れます。理解のある上司や先輩に常々感謝しております。
きたぞの薬局に入社して頂ければきっとワーキングママとして日々充実
感を得られることと思います。ぜひお待ちしております。

医薬品メーカー、医薬品卸、病院の薬剤師などに参加していただきボウリング大会を
行っています。楽しみにされているメーカーさんも多く、日ごろの業務とはまた違った
形で他業種の方と交流できるいい機会でもあります。景品もディズニーランドの
ペアチケット、自転車など豪華な商品も多数あり、本当に盛り上がるイベントです。

きたぞの薬局では三つの老人施設へ薬を届けたり、服薬指導などもしております。

店舗ごとに月に数回、社内勉強会を行っています。新薬がでたときはもちろん、一人
一人が疑問に思っている薬剤などについて、メーカーに依頼して勉強会を行って
います。気軽に疑問点を解決できる場でもあり、知識の再確認の場でもあるので、
いつも熱心にみんな参加しています。

きたぞの薬局岡大病院前店では、薬薬連携の一環として2か月に１回岡大での勉強会
に参加するほか、岡大と協力して各種勉強会を行っています。病院との勉強会では、
検査値、抗がん剤などの日ごろの疑問点などをお互いに聞き合えたりもするので、
患者さんとの服薬指導で専門的な指導が行えるようになります。
この写真は、きたぞの薬局の薬剤師が岡山大学病院で発表している様子です

福利厚生の一環として、薬剤師全員が薬剤師会の会員に入っております。薬剤師会
では地域のお薬相談、薬物乱用防止イベント、子供調剤など多くのことが行われて
おります。薬剤師会での各種委員会にもきたぞの薬局の薬剤師が多く在籍している
ので、薬局の業務以外でも薬剤師としての職能を発揮できる場があります。

年に1度秋には社員旅行があります。これは福岡・佐賀へ旅行に行った時の写真です。
太宰府、博多の屋台など満喫してきました。旅行の場所は毎年話合い等で決定するの
で行きたいところがあれば希望通りいけることも!!夜の宴会など観光以外にも楽しみ
はいっぱい。各店舗の交流も行え、社員全員楽しみにしているイベントです。

入社して6年目の薬剤師です。この5年間きたぞの薬局で働き、多くのこと
を学んできたなと、振り返って思います。
忙しい中でも、会社のバックアップのおかげで勉強会などに積極的に参加
でき、また新しいことにチャレンジさせてもらってきました。多くの経験
を積むことで患者様との会話にも幅が出てきたなと感じています。今、働
いている店舗では、病院の先生とも連携をこまめに取ることができ、処方
提案なども行えています。日々やりがいを感じながら業務に励んでいま
す。また、職場の雰囲気も明るく、先輩・上司の方は悩みを親身になって聞
いてくれるので、本当に働きやすい職場です。

６年制薬学部１期制として卒業した薬剤師です。きたぞの薬局で長期実務
実習を行い、きたぞの薬局に就職しました。
実際働いてみて学ぶことは多く、実習では学べなかったことも多くあるな
と感じながら日々業務を行っています。お薬相談、薬物乱用防止イベント
など、地域との交流も積極的におこなっています。薬剤師全員が福利厚生
で薬剤師会に入っているので、薬剤師会のイベントなどにも多く参加して
います。忙しい中でも楽しくさまざまなことにチャレンジできるきたぞの
薬局で一緒に働きましょう。
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年に1度秋には社員旅行があります。これは福岡・佐賀へ旅行に行った時の写真です。
太宰府、博多の屋台など満喫してきました。旅行の場所は毎年話合い等で決定するの
で行きたいところがあれば希望通りいけることも!!夜の宴会など観光以外にも楽しみ
はいっぱい。各店舗の交流も行え、社員全員楽しみにしているイベントです。

入社して6年目の薬剤師です。この5年間きたぞの薬局で働き、多くのこと
を学んできたなと、振り返って思います。
忙しい中でも、会社のバックアップのおかげで勉強会などに積極的に参加
でき、また新しいことにチャレンジさせてもらってきました。多くの経験
を積むことで患者様との会話にも幅が出てきたなと感じています。今、働
いている店舗では、病院の先生とも連携をこまめに取ることができ、処方
提案なども行えています。日々やりがいを感じながら業務に励んでいま
す。また、職場の雰囲気も明るく、先輩・上司の方は悩みを親身になって聞
いてくれるので、本当に働きやすい職場です。

６年制薬学部１期制として卒業した薬剤師です。きたぞの薬局で長期実務
実習を行い、きたぞの薬局に就職しました。
実際働いてみて学ぶことは多く、実習では学べなかったことも多くあるな
と感じながら日々業務を行っています。お薬相談、薬物乱用防止イベント
など、地域との交流も積極的におこなっています。薬剤師全員が福利厚生
で薬剤師会に入っているので、薬剤師会のイベントなどにも多く参加して
います。忙しい中でも楽しくさまざまなことにチャレンジできるきたぞの
薬局で一緒に働きましょう。

先輩　声きたぞの薬局はどんなところ？
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　きたぞの薬局は岡山県津山市で最も歴史のある老舗薬局の一つ
です。古くから「真心と信頼」をモットーに、親切できめ細かな服薬
指導、薬歴管理に注力し医療機関としての責務を果たすべく日々
努力してまいりました。結果、地域の皆様からはもちろん、医薬品
業界からも厚い信頼が寄せられていると自負しております。
　さて、薬局業界も大きな転換期を迎え新たな時代へと進んで
いきます。きたぞの薬局も伝統と歴史を大切にしながら新しい
ことへ挑戦し続けなければなりません。そのためには新しい力、
視点が必要不可欠です。新たな可能性へ挑戦したい方、探求心、
向上心をお持ちの方心から歓迎いたします。
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社　員　数
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きたぞの薬局 本店
〒708-0003 津山市北園町23-13　　　　　　
TEL.0868-24-0432　FAX.0868-22-4129

きたぞの薬局 山北店
〒708-0004 津山市山北547-11
TEL.0868-24-3794　FAX.0868-24-3795

きたぞの薬局 岡大病院前店
〒700-0906 岡山市北区大学町3-10　　　　　　
TEL.086-234-5217　FAX.086-234-5218

中国縦貫自動車道路

藤田耳鼻科

中銀北支店

津山工業高等学校
津山市役所

鶴
山
通
り

きたぞの薬局
本店

文

きたぞの薬局 川崎店
〒708-0841 津山市川崎166-4　　　　　　
TEL.0868-26-8133　FAX.0868-26-8166

JR東津山駅

中銀津山東支店

太田整形外科

国道53号線

イーストランド

きたぞの薬局
川崎店

大供郵便局

岡山市役所〒

県信組県信組県信組

岡大医学部岡大医学部岡大医学部

〒

文
岡山大学病院

岡山
紀念病院

中銀 清輝橋

卍
卍

きたぞの薬局
岡大病院前店

ムサシビル

津山市役所

雅城閣

津山工業高等学校
内田整形外科

鶴
山
通
り

額田医院 きたぞの薬局
山北店

きたぞの薬局 本店

きたぞの薬局

〒708-0003 津山市北園町 23-13
TEL.0868-24-0432　FAX.0868-22-4129

E-mail: kitazono-h@icity.or.jp
URL:　www.kitazono-phar.co.jp/

きたぞの薬局 津山第一病院前店
〒708-0871 津山市中島427-1　　　　　　
TEL.0868-28-7161　FAX.0868-28-6121

きたぞの薬局
津山第一病院前店

クレインゴルフ

津山第一病院

至53号線

タカ技研

山陽ディナー
サービス津山

サトミ紙工

N

お問い合わせ先▶

文

きたぞの薬局 東一宮店
〒708-0814 津山市東一宮55-5　　　　　
TEL.0868-35-0701　FAX.0868-35-0721

津山信用金庫 一宮支店

広域農道

津山警察署一宮駐在所

つるや　一宮小学校

きたぞの薬局
東一宮店

はなこどもクリニック

私たちは地域の皆様が
健康で快適な生活を送れるよう、
最も身近な存在としてお手伝いが
出来る薬局を目指しています。

〇 ひとりひとりの患者様のご要望に誠意を持って対応する。

〇 患者様が安心してお薬を服用していただけるよう、

 　正確な調剤、わかりやすい説明を心がける。

〇 地域の皆様が健康で快適な生活を送るためにどうすればいいかを

 　常に追求しながら薬局の業務を行っていく。

企 業 理 念
The best pharmacies in town

「真心と信頼」をモットーに、
人にやさしい人間味あふれる薬局であり続けます。

きたぞの薬局は


