
  薬局名 愛ファーマシー株式会社(県内 25 店舗)  

薬剤師募集人数 正社員 1～2 名 

担当者 山田(やまだ) 

〒 798-0041 

住所 宇和島市本町追手 2-2-22 

TEL 0895-23-6577 

FAX 0895-23-3037 

URL https://www.i-pharmacy.jp/ 

薬局の特長 

求める人材 

新卒採用、中途採用ともに定着率が高く、長く安

心して働ける職場です。個人、組織の成長を一緒

に真剣に考えられる人を求めています。 

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

 

 

 

 

 

 

 

   薬局名 あい薬局 

薬剤師募集人数 正社員 1 名 

担当者 古川 清(ふるかわ きよし) 

〒 791-0204 

住所 東温市志津川 164-1 

TEL 089-964-7370 

FAX 089-964-7376 

URL www.ai-okusuri.com 

薬局の特長 

求める人材 

 

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

https://www.i-pharmacy.jp/
www.ai-okusuri.com


  薬局名 あさの薬局  

薬剤師募集人数 正社員 1 名 

担当者 大谷 紀之(おおたに のりゆき) 

〒 791-1102 

住所 松山市来住町 517番地 4 

TEL 089-975-3620 

FAX 089-970-7030 

URL http://medisys.co.jp/  

薬局の特長 

求める人材 

アットホームで若手中心の薬局です。明るく人と

接するのが好きな方求めています。「すべての患

者様の笑顔のために」社員の笑顔のために日々 

活動しています。四国に店舗展開しています。 

全国各地にグループ会社があり、福利厚生の充

実、自己研鑽のお手伝いができます。  
応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

 

 

  薬局名 アップル薬局  

薬剤師募集人数 正社員 1 名 

担当者 大谷 紀之(おおたに のりゆき) 

〒 790-0051 

住所 松山市生石町 473番地 

TEL 089-948-1447 

FAX 089-948-1448 

URL http://medisys.co.jp/  

薬局の特長 

求める人材 

アットホームな薬局です。明るく人と接すること

が好きな方求めています。  

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

http://medisys.co.jp/
http://medisys.co.jp/


  薬局名 アルファ調剤薬局  

薬剤師募集人数 正社員 1 名 

担当者 船田(ふなだ) 

〒 790-0003 

住所 松山市三番町 4丁目 4番 9 内海ビル 2F 

TEL 089-948-4600 

FAX 089-948-4601 

URL https://alfa-ph.jp/ 

薬局の特長 

求める人材 

薬局内外で様々なイベントに取り組んでいます。 

明るく、楽しく、一緒に働いて頂ける方を募集し

ています。  

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

 

 

 

 

  薬局名 石井薬局  

薬剤師募集人数 正社員 2 名 

担当者 横山(よこやま) 

〒 790-0932 

住所 松山市東石井 6丁目 2-1 

TEL 089-935-8721 

FAX 089-935-8722 

URL http://www.agusto.co.jp/ 

薬局の特長 

求める人材 

愛媛県内(松山・今治・新居浜)グループ薬局含め

7 店舗あります。 

松山以外でも勤務できる方大歓迎です。 

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

  特記事項 薬剤師賠償保険も完備です。 

 

 

https://alfa-ph.jp/
http://www.agusto.co.jp/


 薬局名 えどまち薬局  

薬剤師募集人数 パート 1 名 

担当者 元木 雄己(もとき ゆうき) 

〒 790-0067 

住所 松山市大手町 2丁目 5-20 ペンション大手町 2F 

TEL 089-913-7735 

FAX 089-913-7734 

URL 

 

薬局の特長 

求める人材 

  

応募に関して 随時募集 

  社会保険 雇用 

 

 

 

 

 

 

   薬局名 江戸茂薬局 土橋南店 

薬剤師募集人数 正社員 1 名 

担当者 鴻海 俊平(こうのみ しゅんぺい) 

〒 790-0032 

住所 松山市土橋町 7-1 

TEL 089-998-3660 

FAX 089-998-3661 

URL  

薬局の特長 

求める人材 
明るくて誠実な方 

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

 

 



  薬局名 えばら薬局  

薬剤師募集人数 正社員 1 名 

担当者 立田 安徳(たつだ やすよし) 

〒 791-1125 

住所 松山市小村町 75番地 7 

TEL 089-960-8277 

FAX 089-960-8266 

URL  

薬局の特長 

求める人材 

地域に根差した薬局。 

明るく優しい人を求めています。 

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

 

 

 

 

  薬局名 エビスヤ薬局 志津川店  

薬剤師募集人数 パート 1 名 

担当者 渡部 覚氏(わたなべ さとし) 

〒 791-0204 

住所 東温市志津川 171 

TEL 089-964-6931 

FAX 089-964-7617 

URL http://ebisuya-pharmacy.com/ 

薬局の特長 

求める人材 

地域の皆様に親しまれ、信頼される薬局を目指し

ています。社内は良い緊張感の中、働きやすい職

場作りに努めています。 

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・厚生) 

 

 

http://ebisuya-pharmacy.com/


  薬局名 王子調剤薬局  

薬剤師募集人数 正社員 1 名 

担当者 大谷 紀之(おおたに のりゆき) 

〒 792-0008 

住所 新居浜市王子町 3番地 2号 

TEL 0897-31-1886 

FAX 0897-31-1887 

URL http://medisys.co.jp/  

薬局の特長 

求める人材 

地域の基幹総合病院の近隣にあります。明るく人と接する

のが好きな方求めています。「すべての患者様の笑顔のた

めに」社員の笑顔のために日々 

活動しています。四国に店舗展開しています。 

全国各地にグループ会社があり、福利厚生の充実、自己研

鑽のお手伝いができます。  
応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

  

  薬局名 (有)おおかめ調剤薬局  

薬剤師募集人数 正社員 1 名 

担当者 大亀 高明(おおかめ たかあき) 

〒 791-1113 

住所 松山市森松町 947-3 

TEL 089-914-8838 

FAX 089-914-8848 

URL https://itp.ne.jp/info/388704226107720080/shop/ 

薬局の特長 

求める人材 

門前業務に加え、在宅業務も施設、個人と幅広く行っていま

す。今年は健康サポート薬局として地域の健康保持・増進の

活動を計画しています。 

もちろん月 1 回、薬局内勉強会で知識の 1up も忘れていま

せん。人間力を発揮したい人、来いや！ 

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

特記事項 
毎年、薬学生の実務実習を行っています。 

実戦と実習の差を肌で感じられます。 

http://medisys.co.jp/
https://itp.ne.jp/info/388704226107720080/shop/


   薬局名 オリーブ薬局 

薬剤師募集人数 パート 1～2 名 

担当者 伊達 智一(だて ともかず) 

〒 790-0854 

住所 松山市岩崎町 2-9-7 

TEL 089-998-6102 

FAX 089-998-6103 

URL  

薬局の特長 

求める人材 
素直で明るい方を希望しています。 

応募に関して 随時募集 

  社会保険 労働時間により社会保険加入 

  

 

 

  薬局名 かいてき調剤薬局 空港通店  

薬剤師募集人数 正社員 1 名 

担当者 西村(にしむら) 

〒 790-0054 

住所 松山市空港通 2-13-8 

TEL 089-993-7375 

FAX 089-907-5117 

URL http://kaiteki-pharma.co.jp/ 

薬局の特長 

求める人材 

心療内科の門前で同一建物内の施設在宅を行っ

ています。 

協調性を重視し、患者様に対して明るく投薬をで

きる方を募集しています。  
応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

 

 

 

 

http://kaiteki-pharma.co.jp/


  薬局名 かいてき調剤薬局 日赤前店  

薬剤師募集人数 正社員 1 名 

担当者 西村(にしむら) 

〒 790-0807 

住所 松山市平和通 1-4-14 

TEL 089-993-7375 

FAX 089-907-5117 

URL http://kaiteki-pharma.co.jp/ 

薬局の特長 

求める人材 

日本赤十字病院前で在宅を行っています。 

協調性を重視し、患者様に対して明るく投薬をで

きる方を募集しています。  

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

 

 

 

 

  薬局名 こうのみ薬局 木屋町店  

薬剤師募集人数 正社員 1 名 

担当者 野町 和久(のまち かずひさ) 

〒 790-0821 

住所 松山市木屋町 3-11-4 

TEL 089-923-0224 

FAX 089-923-0432 

URL https://www.kounomiph.co.jp/ 

薬局の特長 

求める人材 

比較的患者さんの多い店舗です。 

色々な患者さんと触れ合える為、患者様と楽しく

お話できる方を求めています。 

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

 

 

 

http://kaiteki-pharma.co.jp/
https://www.kounomiph.co.jp/


   薬局名 コスモ薬局日赤店 

薬剤師募集人数 正社員 1～2 名 

担当者 坂川 興規(さかがわ たつのり) 

〒 790-0807 

住所 松山市平和通 1丁目 6-12 

TEL 089-994-6700 

FAX 089-994-6744 

URL https://cosmo-pharmacy.net 

薬局の特長 

求める人材 

在宅医療や高度薬学管理業務にご興味のある方

を求めています。 

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

 

 

 

 

 

  薬局名 彩生薬局  

薬剤師募集人数 正社員 1 名 

担当者 織田 芳禎(おだ よしさだ) 

〒 791-2114 

住所 伊予郡砥部町麻生 5番地 4 

TEL 089-956-0101 

FAX 089-956-1453 

URL  

薬局の特長 

求める人材 

将来の薬剤師像を目指して共に学んでいきまし

ょう。 

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

 

 

https://cosmo-pharmacy.net/


  薬局名 三番町ＳＡＫＵＲＡ薬局  

薬剤師募集人数 正社員 5 名 パート 3 名 

担当者 蝶野(ちょうの) 

〒 790-0003 

住所 松山市三番町 1-7-4 VTビル 2階 

TEL 090-5277-6043 

FAX 089-913-2281 

URL http://www.chono.co.jp/ 

薬局の特長 

求める人材 

積極的に、柔軟な考えで何事にも挑戦できる人。 

週休三日制あり 

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

  特記事項 週休三日有 

 

 

 

   薬局名 重長薬局 

薬剤師募集人数 正社員 1 名 

担当者 重松 薫子(しげまつ かおるこ) 

〒 791-8092 

住所 松山市由良町 1153-3 

TEL 089-961-2511 

FAX 089-961-2512 

URL https://shigenaga-p.co.jp/ 

薬局の特長 

求める人材 

高齢の患者様へ明るく優しい対応が出来る人を

求めています。 

時間に余裕があり、自分なりの勉強が出来ます。 

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

 

 

http://www.chono.co.jp/
https://shigenaga-p.co.jp/


   薬局名 しげのぶ薬局 

薬剤師募集人数 正社員 1 名 パート 1～2 名 

担当者 元木 雄己(もとき ゆうき) 

〒 791-0204 

住所 東温市志津川甲 1558-1 

TEL 089-955-5855 

FAX 089-955-5856 

URL  

薬局の特長 

求める人材 

 

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生)  ※パートは雇用のみ 

  特記事項 勤務日や勤務時間については相談します 

 

 

 

   薬局名 城西調剤薬局 

薬剤師募集人数 正社員 2 名 

担当者 植田(うえだ) 

〒 791-0054 

住所 松山市空港通 7丁目 13番 1号 

TEL 089-971-3312 

FAX 089-971-3002 

URL http://www.hiro-pharmacy.com/ 

薬局の特長 

求める人材 

「ほっ」とできる薬局を目指しています。 

「誰かの力になりたい」そのような優しい人材を

求めています。 

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

 

 

 

http://www.hiro-pharmacy.com/


  薬局名 清保堂薬局 がんセンター前 

薬剤師募集人数 正社員 1 名 

担当者 髙田 清文(たかた きよふみ) 

〒 791-0245 

住所 松山市南梅本町甲 198 番 1 

TEL 089-975-3991 

FAX 089-975-3995 

URL https://www.seihodo-ehime.com/ 

薬局の特長 

求める人材 
親しみやすい人を求めています。 

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

 

 

 

 

 

  薬局名 たんぽぽ薬局株式会社  

薬剤師募集人数 正社員 60 名 

担当者 後藤(ごとう) 

〒 500-8828 

住所 岐阜市若宮町 9-16 トーカイビル 9階 

TEL 058-263-6606 

FAX 058-263-8687 

URL https://www.tanpopo-ph.co.jp/  

薬局の特長 

求める人材 

松山大学の卒業生が多数活躍しています！ 

多種多様な店舗展開をし、多職種と連携を図りな

がら、未来を見据えた業務展開をしております。 

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

  特記事項 上記募集人数は会社全体での薬剤師職募集人数となります。 

 

 

https://www.seihodo-ehime.com/
https://www.tanpopo-ph.co.jp/


  薬局名 調剤薬局まごころ  

薬剤師募集人数 正社員 1 名 

担当者 大谷 紀之(おおたに のりゆき) 

〒 790-0023 

住所 松山市末広町 9番地 2 

TEL 089-998-7555 

FAX 089-998-7556 

URL http://medisys.co.jp/  

薬局の特長 

求める人材 

松山基幹総合病院の近隣にあります。明るく人と

接するのが好きな方求めています。「すべての患

者様の笑顔のために」社員の笑顔のために日々 

活動しています。四国に店舗展開しています。 

全国各地にグループ会社があり、福利厚生の充

実、自己研鑽のお手伝いができます。  

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

 

 

 

 

   薬局名 ティーズ薬局 

薬剤師募集人数 正社員 2 名 パート 1 名 

担当者 田中 智美(たなか ともみ) 

〒 791-8013 

住所 松山市山越 4丁目 1番 33 号 

TEL 089-926-0069 

FAX 089-926-5055 

URL http://www.ts-ph.co.jp/ 

薬局の特長 

求める人材 

在宅業務・アロマ・ハーブ・化粧品・地域での講

演会活動等いろいろな事にチャレンジができま

す。興味がある方は是非お問い合わせ下さい。 

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

http://medisys.co.jp/
http://www.ts-ph.co.jp/


  薬局名 同源堂三番町薬局  

薬剤師募集人数 正社員 若干名 パート 若干名 

担当者 兵頭 禮子(ひょうどう れいこ) 

〒 790-0003 

住所 松山市三番町 4丁目 3-10 

TEL 089-934-7668 

FAX 089-934-7668 

URL  

薬局の特長 

求める人材 

市駅から徒歩 4 分という立地条件に恵まれていま

す。救急病院(梶浦病院)の応需薬局として、地域

医療に貢献しているので、薬剤師としてのスキル

アップが期待される薬局です。又、大街道駅より

徒歩 2 分の同源堂東薬局は、多数の漢方生薬を扱

う、市内でも珍しい漢方調剤薬局ですので、漢方

に興味のある方にとって、魅力あふれる薬局だと

思います。 

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

  

   薬局名 ひだまり調剤薬局 

薬剤師募集人数 正社員 1 名 パート 1 名 

担当者 河野 覚治郎(こうの かくじろう) 

〒 791-8036 

住所 松山市高岡町 628番地 1 

TEL 089-968-8711 

FAX 089-968-8712 

URL http://www.di-pharmacy.com/ 

薬局の特長 

求める人材 

小さな会社ですが、松山市で一番の『地域貢献薬

局』を目指しています。 

楽しく一緒に働きましょう。 

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

http://www.di-pharmacy.com/


  薬局名 フラワー薬局  

薬剤師募集人数 正社員 1 名 

担当者 園浦 将矢(そのうら まさや) 

〒 791-2101 

住所 伊予郡砥部町高尾田 295 

TEL 089-958-8007 

FAX 089-958-7787 

URL https://flower-pharmacy.com/index.html 

薬局の特長 

求める人材 

 

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

  特記事項 要運転免許 

 

 

 

  薬局名 松山会営薬局  

薬剤師募集人数 正社員 1 名 パート 若干名 

担当者 田中 智美(たなか ともみ) 

〒 790-0035 

住所 松山市藤原 2丁目 4-5 

TEL 089-931-1199 

FAX 089-933-9494 

URL http://matsuyamayaku.jp/ 

薬局の特長 

求める人材 

地域医療に貢献できる方 

明るく健康な方 

応募に関して 
随時募集  

詳細は松山薬剤師会事務局まで(TEL：089-998-4331) 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

  特記事項 週休二日制 

 

 

 

https://flower-pharmacy.com/index.html
http://matsuyamayaku.jp/


  薬局名 やまと調剤薬局  

薬剤師募集人数 正社員 1 名 

担当者 大谷 紀之(おおたに のりゆき) 

〒 770-0864 

住所 徳島市大和町 2丁目 3-48 大和ハイツ 1F 

TEL 088-612-0160 

FAX 088-612-0162 

URL http://medisys.co.jp/  

薬局の特長 

求める人材 

アットホームな薬局です。明るく人と接するのが

好きな方求めています。「すべての患者様の笑顔

のために」社員の笑顔のために日々活動していま

す。四国に店舗展開しています。 

全国各地にグループ会社があり、福利厚生の充

実、自己研鑽のお手伝いができます。  
応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

 

 

  薬局名 ゆりあ調剤薬局  

薬剤師募集人数 正社員 1 名 

担当者 權田 明徳(ごんだ あきのり) 

〒 791-8016 

住所 松山市久万ノ台 560-2 

TEL 089-917-7717 

FAX 089-917-7718 

URL http://www.yuria-pharmacy.com/pc/ 

薬局の特長 

求める人材 

やる気のある方、元気な方よろしくお願いしま

す。 

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

  特記事項 漢方調剤が多いです。外用薬軟膏調剤が多いです。 

      

 

http://medisys.co.jp/
http://www.yuria-pharmacy.com/pc/


   薬局名 りんご薬局 

薬剤師募集人数 正社員 1 名 パート 1 名 

担当者 髙橋 由美子(たかはし ゆみこ) 

〒 799-2430 

住所 松山市北条辻 610番地 1 

TEL 089-960-2424 

FAX 089-960-2425 

URL  

薬局の特長 

求める人材 

建物も新しく広く明るいアットホームな薬局で

す。在宅あり、多職種連携、医師合同の勉強会も

定期的に行っております。 

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

 

   薬局名 株式会社レデイ薬局 

薬剤師募集人数 正社員 20 名 

担当者 佐々木（ささき）  矢野（やの） 

〒 790-8556 

住所 松山市南江戸 4丁目 3-37 

TEL 089-927-5000 

FAX 089-911-2351 

URL https://lady-recruit.jp/ 

薬局の特長 

求める人材 

入社してから 1～3 年は薬剤師として、社会人と

してのスキルアップ研修があり、調剤だけでな

く、幅広い知識を持った薬剤師の育成を目指して

います。店舗には若手からベテランまで揃ってい

ますので皆で新人社員の成長をサポートしま

す！ 

応募に関して 随時募集 

  社会保険 有(健康・雇用・労災・厚生) 

 

 ※求人一覧表は 50 音順での記載となっております        最終更新日：2020.8.19 

https://lady-recruit.jp/

