「ありがとう」
といわれる薬局を目指して。
I aim at the drugstore said to that thank you

http://www.osinc.co.jp

株式会社オーエス

［ 沿 革 ］
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

「ありがとう」と言わ れる薬 局 を 目指して 。

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

弊社は調剤業務を主体とした、
ライフマネージメントサービス会社を目指します。

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。
オーエス薬局グループは新しいサービスを創造し､薬剤の情報を通じて､社会､地域から本当の信頼を

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。

得て、
世の中で必要とされる企業として存在しています。

そして、
社員同士が「ありがとう」
と言い合える間柄です。

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

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。

2015年1月
オーエス福津薬局を開局

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つくります。
近年の調剤薬局は､急速に様々な機能を高め､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､

薬局事業

医療モール事業

オーエス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。

医療をより身近に、利用しやすくするため
医療施設を集約した医療モールの開発を
進めています。

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

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。

［ 概 要 ］

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

会社名

株式会社オーエス

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

所在地

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）
に向って
一緒に歩んで行きたいと思っております｡

代表取締役

大迫 基弘

保育事業

フランチャイズ事業

地域で生まれ、
育つ世代の育成と、
働きやすい環境作りで地域とともに
成長していきます。

地域に役立つサービスを提供し、
心の健康
づくりをサポートいたします。

〒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

設立年月日

2005年2月8日
資本金

30,000千円
従業員数

100名

主な業務内容

・薬局の経営
・不動産の保有、
売買、
賃貸
及び管理業務
・フランチャイズシステムによる
加盟店の運営
・保育事業の運営

［薬局事業］
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
期待に応えられるよう、
日々努めてまいります。
オーエス薬局は薬剤師の幅広い薬学知識や良い接遇の実施に努めます。
さらにICTを活用すること
で、
地域社会の健康な生活を増進する
「かかりつけ薬局」
として、
医療費の適正化、
医療機関との連携強
化、
在宅医療の充実、
セルフメディケーション
（自主的な健康管理）
の呼びかけなどに取り組みます。

■ICTによるサービスの推進

■疾病予防・セルフメディケーションの支援

オーエス薬局では、
「かかりつけ薬局」
体制の推進を図り、
その一環

セルフメディケーションとは健康を自分自身で管理すること、
軽

として希望される患者様の服薬履歴をＩＣＴ化しています。

度の症状を自分で対応することや病気を予防することです。

服薬履歴を参照とした対応を行うことで、
薬の飲み合わせや重複がな

オーエス薬局では専門知識を習得し、
地域の皆様の自主的な健

いかを確認し、
より安全なサービスを提供することが可能になります。

康管理をサポートします。

■後発品（ジェネリック医薬品）
・在宅医療への取り組み

■標準化の推進

後発品
（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。

効率的な運営基盤を構築し、安心・安全な医療を維持・推
進します。

また在宅医療についても、
チーム医療の一員として連携を行い、
普及・
推進に努めます。

■スマートフォンを活用した薬局予約システムの導入
お持ちのスマートフォンのカメラで処方せんを撮影しメールを送
信することで、薬を受け取れる時間を知ることが可能な
「処方せん
メールサービス
（薬局予約システム）
」
を導入。
患者様の待ち時間短

◎散薬調剤ロボットの導入
新店舗では散薬自動ロボットを採用し、
調剤の一部を機械化することで、薬剤
師の負担を軽減するとともに患者様と
のコミュニケ̶ションの充実を図ります。

縮に努めています。

グループ店舗の
ご案内
オーエス薬局は福岡県と山口県に
数店展開しております。地域に密着
した店舗展開となっています。

福岡県／北九州市

■オーエス城野薬局

■オーエス砂津薬局

■オーエス清水薬局

■オーエス中井中央薬局

■オーエス桜通薬局

■オーエス高野薬局

■薬局ABCファーマシー

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

■オーエス折尾薬局

■西町調剤薬局

■オーエス福津薬局

■オーエス福間駅薬局

■オーエス千鳥薬局

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）

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）

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）

福岡県福津市中央3丁目1-1
TEL 0940-38-5522
FAX 0940-38-5523
（処方せん受付）

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）

福岡県／福津市・古賀市

山口県／防府市、山口市
■オーエス中関薬局

■オーエス黄金町薬局

山口県防府市田島587-6
TEL 0835-28-7481
FAX 0835-28-7482
（処方せん受付）

山口県山口市小郡黄金町14-4
TEL 083-902-6325
FAX 083-902-6326
（処方せん受付）

［ 医 療 モ ール 事 業 ］

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。

［保育事業］

■メディプラ城野

次代を担う子どもたちの育成と
安心して子育て、
安心して働くことが
できる環境を提供したい。

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し、
オーエス城野
薬局のほか、
カフェ、
子育て支援施設、
生活利便施設が入居しており、今後、

地域医療の発展には次代を担う子ども達がのびのびと、成長できる環

高層マンション、
戸建て住宅や公園な
ども整備され、2300人の人口増加が

境が必要です。

計画されています。

同時に一人で子育てはできません。安心して子育てが行えるよう、
ご家族
の支援を行ないます。

オーエス城野薬局
（メディプラ城野内）
◎住所／北九州市小倉北区片野新町3-1-1メディプラ城野3F
◎電話／093-932-7801
◎FAX／093-932-7802（処方せん受付）

■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号線が走るなど、地域の導線上に立
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
鼻咽喉科が入居しておりその他テナントスペースや開業用
地も確保しており、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。

オーエス福津薬局
（メディカルプレイス福津内）
◎住所／福岡県福津市日蒔野5丁目14-1
◎電話／0940-35-9200
◎FAX／0940-35-9201（処方せん受付）

［ フラン チ ャイズ 事 業 ］

地域に役立つサービスをみなさまに提供したい。
患者様だけでなく地域住民の日々の
生活をあらゆる局面でサポートできるよう、
オーエスグループは今後、
様々なサービス
を提供して参ります。
体の健康だけでなく、
コミュニケーションや人とのふれいあいによ
る心の健康づく
りをサポートいたします。

